
 

 

 

 

令和 3年 1月 22日 

（一社）日本百貨店協会 

 

【阪急阪神百貨店】 

1. [バレンタイン] 阪急うめだ本店 日本最大級のチョコ祭典もネット強化！ 

「バレンタインチョコレート博覧会」 

2. [イベント] 阪神梅田本店 催事「有名駅弁まつり」でＥＣ活用拡大！ 

【近鉄百貨店】 

1. [バレンタイン] 近鉄のバレンタインフェア「バレンタインショコラコレクション 2021」 

【松屋】 

1. [アンケート調査の実施] 2021 年バレンタインに関する女性の意識調査 

2. [バレンタイン]ＥＣ販売強化 コロナ禍のバレンタインはおうちで楽しむ 

「2021 年松屋銀座のバレンタイン フェア」 

【大丸松坂屋百貨店】 

1.[バレンタイン] 大丸・松坂屋のバレンタイン 2021 

「Chocolat Promenade ショコラプロムナード」 

2.[バレンタイン] 今年のチョコ選びはオンラインで！バリエーションは約２割増！ 

バイヤー厳選！バレンタインチョコ Best10（大丸東京店） 

3.[バレンタイン] STAY HOME だからこそ、おうち時間を豊かに彩る美味しさを 

「Chocolat Promenade ショコラプロムナード」（大丸札幌店） 

4.[恵方巻]「2021 恵方巻コレクション」（大丸東京店） 

5.[恵方巻]「松坂屋上野店 恵方巻 2021」（松坂屋上野店） 

6.[その他] 1 万円、あなたはどこで何を買いますか？「買物の達人発表」（大丸東京店） 

 

【小田急百貨店】 

1. [バレンタイン] “イエナカ”スイーツにおすすめのチョコレートも登場！ 

「ショコラ×ショコラ」1 月 23 日から開催 

2. [バレンタイン・オンラインショッピング] CHECK ＆ BUY「小田急百貨店オンライン

ショッピング」で、12 月 25 日からバレンタインチョコレートの販売開始 

【三越伊勢丹】 

1. [ふるさと納税] 三越伊勢丹ふるさと納税「食べて応援！生産者応援品」特集スタート！ 

2. [バレンタイン] 日本橋三越本店「スイーツコレクション」オンラインストアオープン！ 

【京王百貨店】 

1.[バレンタイン] 当社史上最大・1３0 以上のブランドが集結「2021 Keio バレンタイン」 

【髙島屋】 

1.[バレンタイン] 髙島屋のバレンタインデー 2021 世界から選りすぐりの 100 以上の 

 ブランドが集う、“ショコラフェス”「アムール・デュ・ショコラ」 

2.[バレンタイン] 「バレンタインをきっかけにプロポーズ！？」してしまう 

‘サプライズギフトボックス’を販売（髙島屋日本橋店） 

3.[バレンタイン] 行列に並ばずに、すぐに買えます！「チョコレート自動販売機を設置」 

（髙島屋新宿店） 

 

 

各社の直近の重点施策 
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[施策概要] 

 

【阪急阪神百貨店】 

㈱阪急阪神百貨店が進めている、ＯＭＯ（オンラインとオフラインの融合）の直近事例。 

1. [バレンタイン]阪急うめだ本店 日本最大級のチョコ祭典もネット強化！ 

「バレンタインチョコレート博覧会」 

国内外約３００ブランド、約３０００種類のチョコレートがそろう日本最大級のチョコレートの祭

典、阪急うめだ本店の「バレンタインチョコレート博覧会」。今回は密対策として、ネット上で１

２月２日にスタート。 「Hankyu Food」の特設サイト（ https://web.hh-online.jp/hankyu-

food/special.html?fkey=fdvt ）で、ネット限定品や事前受注品などを展開中。 

１月２０日～２月１４日の９階祝祭広場でのリアル博覧会に向け、ＥＣ取扱品も順次増加。 

（リリース） 

 

2. [イベント]阪神梅田本店 催事「有名駅弁まつり」でＥＣ活用拡大！ 

１月２０日から始まる人気の催し「阪神の有名駅弁まつり」において、人気商品約４０種類を、

ＥＣサイト事前予約とオンライン決済 （ https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/ekiben/ ）

で承る。従来よりスムーズに人気商品をお持ち帰りいただける。例年、行列ができる「うえの」

あなごめしなど８種類は、今回、事前予約販売のみ。（リリース） 

https://www.h2o-

retailing.co.jp/ja/news/auto_20201215435193/main/0/link/20201228hanshin-

ekiben-ECyoyaku.pdf   

 

【近鉄百貨店】 

1. [バレンタイン]  近鉄のバレンタインフェア「バレンタインショコラコレクション 2021」 

１月 19 日（火）より、「近鉄のバレンタインフェア バレンタイン ショコラ コレクション 2021」を

スタート。国内外より選りすぐった約 110ブランドのチョコレートが一堂に会する。 

2021 年の近鉄のバレンタインはコロナ禍を過ごしたこの一年間を頑張った大切な人への

「エール」や「感謝」の贈り物、自分への「ご褒美」にしたい特別感のあるチョコレートを提案。 

おうちバレンタインを楽しむ「オンライン映え」、「おうちチョコスイーツ」を充実させるほか、ネ

ットショップ限定商品など、会場での購入を控える方も楽しめる。（リリース） 

 

【松屋】 

1. [アンケート調査の実施] 2021年バレンタインに関する女性の意識調査 

メールマガジン会員を対象にウェブアンケートを実施（回答 953名）。 

調査項目は、「購入意向」「購入先」「目的別予算」「予算総額」「購入ポイント」「EC サイトで

の購入」「今年の購入方法」など。（リリース） 

2



 

2. [バレンタイン] ＥＣ販売強化 コロナ禍のバレンタインはおうちで楽しむ 

「2021年松屋銀座のバレンタイン フェア」 

〔今年の特徴〕 コロナ禍で増加したおうち時間消費へのアプローチと密を避けるための分散

販売 

2 月 3 日より８階イベントスクエアにて「ギンザ バレンタインワールド」を開催。開催 1 ヶ月前

の 1 月 4 日からバレンタイン EC を開設。自宅にいながらにして松屋銀座のバレンタインを

楽しめる。今年のコンセプトは、『旅するバレンタイン』。旅行したくてもできない今、バレンタ

インを「旅している」かのように楽しんでいただけるよう日本各地の素材を使ったオリジナルチ

ョコや世界各地のチョコレートを揃えた。 （リリース） 

 

【大丸松坂屋百貨店】 

1. [バレンタイン] 大丸・松坂屋のバレンタイン２０２１ 

「Chocolat Promenade ショコラプロムナード」 

“大丸松坂屋のバレンタイン 2021 ショコラプロムナード”を各店舗および大丸松坂屋オンラ

インショッピングで開催。2021 年はさらに高まる「自分買い」のニーズや、「巣ごもり消費」に

対応できるよう、チョコレートだけでなく幅広くスイーツ全般を取りそろえた。また、オンライン

ショッピングの取り扱いを強化し、前年の約 170 ブランドから本年は約 220 ブランドに拡大。

催事会場も感染拡大防止と安心・安全を確保できるよう環境を整える。（リリース） 

 

2. [バレンタイン] 今年のチョコ選びはオンラインで！バリエーションは約２割増！ 

バイヤー厳選！バレンタインチョコＢｅｓｔ１０（大丸東京店） 

オンラインショッピングを強化し、商品の種類を前年の約２割増で展開。１１月に実施した大

丸東京店メール会員へのアンケート調査結果に基づき、オンラインショッピングで購入できる、

自分へのご褒美にぴったりな “バイヤー厳選 バレンタイン チョコＢｅｓｔ１０ を紹介する。 

（リリース） 大丸松坂屋オンラインショッピング  

 ⇒ https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/valentine/ 

 

3. [バレンタイン] STAY HOMEだからこそ、おうち時間を豊かに彩る美味しさを 

「Chocolat Promenade ショコラプロムナード」（大丸札幌店） 

2021バレンタインのテーマ： 

Stay Sweet －ずっと優しいままで－  Stay Sweets －いつでもスイーツを－ 

（２０２１特徴） 

①会期短縮による感染リスク低減、②ゆったりした会場レイアウト、③注目ブランドを集約し、

お客様を分散、④オンラインショッピング充実、web限定ブランドなど （リリース）  

 

4. [恵方巻] 「２０２１ 恵方巻コレクション」（大丸東京店） 

新年最初の食のイベント、今年は 124 年ぶりに 2 月 2 日が節分の「恵方巻」、2 月 3 日が

「初午いなり」。2日連続でお楽しみいただけるよう約 100種の恵方巻＆「初午いなり」をご用
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意。https://www.daimaru-matsuzakaya.jp WEBでの注文は２５種類。（リリース） 

 

5. [恵方巻] 「松坂屋上野店 恵方巻 2021」（松坂屋上野店） 

アマビエ巻や黄金色の縁起巻などの新商品を始め、豪華で贅沢な巻物、食べきりハーフサ

イズなど約１００種類の恵方巻をご用意。（リリース） 

 

6. [その他] １万円、あなたはどこで何を買いますか？「買物の達人発表」（大丸東京店） 

募集した１００名の「お買い物アンバサダー」に、自由に売場を廻っていただき、１万円のお

買い物を楽しんでいただいた。その中から選出した「買物の達人」６名の、買物の中身を発

表。 （リリース） 

 

【小田急百貨店】 

1. [バレンタイン] “イエナカ”スイーツにおすすめのチョコレートも登場！ 

「ショコラ×ショコラ」1月 23日（土）から開催 

新宿店本館 11 階催物場で 1 月 23 日～2 月 14 日、「ショコラ×ショコラ」を開催。国内外

から選りすぐりのチョコレートが一同に集結する。今年はおうちで過ごす時間で 楽しめる“イ

エナカ”スイーツの紹介のほか、見た目にも華やかな注目の一品が登場。EC サイトではイ

ベントに先駆けて 12 月に特集コンテンツを開設。自宅で 100 ブランド以上のなかからお好

みのチョコレートを取り寄せられる。（リリース） 

 

2. [バレンタイン・オンラインショッピング] CHECK ＆ BUY「小田急百貨店ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝ

ｸﾞ」で、 12月 25日からバレンタインチョコレートの販売開始 

2020 年 12 月 25 日から、2021 年バレンタインイベント「ショコラ×ショコラ」の EC 承りを一

足早く開設。EC サイトでは、WEB 限定品を含めた総数約 500 点を展開する。サイト内で

は、先行お届けの「おためし×chocolat」コーナーやバレンタインデー近くに新宿店店頭で 

受け取れる商品のコンテンツを設ける。（リリース） 

 

【三越伊勢丹】 

1. [ふるさと納税] 三越伊勢丹ふるさと納税「食べて応援！生産者応援品」特集スタート！  

新型コロナウイルスの影響で行き場のない商品を、1 人でも多くの方にお届けするために、

特別なふるさと納税の返礼品『生産者応援品』を紹介する。全国の特産品をおいしく味わう

ことが、地域の活性化につながる企画。 

〈食べて応援！生産者応援品ページ〉 https://mifurusato.jp/feature/FTR20012.html 

（リリース） 

 

2. [バレンタイン] 日本橋三越本店「スイーツコレクション」オンラインストアオープン！ 

2021 年、日本橋三越本店「スイーツコレクション」のテーマは、「“シンクロ”する」。物理的な

距離が離れていようとも、贈る人と贈られる人や、作り手と味わう人を“シンクロ”させる、日本
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橋三越本店「スイーツコレクション」が、オンラインストアで先行スタート。今年の「スイーツコレ

クション」は、「あんこ博覧会🄬」とも“シンクロ”。自宅でゆっくりスイーツの世界を堪能いただ

ける。（リリース）  https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001575.000008372.html 

 

【京王百貨店】 

1.[バレンタイン] 当社史上最大・1３0以上のブランドが集結「2021 Keioバレンタイン」 

＜注目ポイント＞ 

①今年のテーマは、「誰もがチョコレートを楽しむ日」 

②新宿店史上最大規模約 130ブランドが集結（前年の約 1.5倍） 

③インターネット販売も 3割増の 115ブランドが登場（1/6 より販売開始） 

④7階大催場「Keio チョコレートマーケット」は 10日から拡大展開 

第一弾 2月 4日～9日、第二弾 2月 10日～14日 （リリース） 

 

【髙島屋】 

1.[バレンタイン] 髙島屋のバレンタインデー 2021 

世界から選りすぐりの 100以上のブランドが集う、“ショコラフェス”「アムール・デュ・ショコラ」 

日本初上陸のブランドや、こだわりの老舗の紹介の他、“ニューノーマル時代のバレンタイン

の新たな楽しみ方”として、気になるブランドや味を 1 粒ずつネットで購入できる 「お試しシ

ョコラ オンライン」 を初企画。また、おうち時間が楽しくなる“おうちで DIY ショコラ”、健康

面をケアしながら楽しめる“セルフメンテナンスショコラ”、リモートや非接触ニーズに応える

“ニューノーマルショコラ”など、今年ならではのバレンタインの楽しみ方とショコラを紹介する。 

（リリース） 

 

2.[バレンタイン] 「バレンタインをきっかけにプロポーズ！？」してしまう 

‘サプライズギフトボックス’を販売（髙島屋日本橋店） 

チョコレートに加え、プロポーズから挙式までのプロセスを詰めた「サプライズボックス」をご用

意。バレンタインにこのボックスをプレゼントして、彼氏にプロポーズを促したい方や、自分か

らプロポーズする女性たちの勇気を応援する。 （リリース） 

 

3.[バレンタイン] 行列に並ばずに、すぐに買えます！「チョコレート自動販売機を設置」 

（髙島屋新宿店） 

１月 27 日から２月 14 日までバレンタインイベント『アムール・デュ・ショコラ』の期間にあわせ

て、“行列に並ぶことなく、すぐにチョコレートを買える”自動販売機を初めて設置。時間がな

い方、混雑を避けて買いたい方におすすめ。 

 

以上 
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阪急史上最大！全館バレンタイン大作戦！ 

「バレンタインチョコレート博覧会」 
１月１３日（水）～２月１４日（日） ／ 地下 1 階食品売場 

１月２０日（水）～２月１４日（日） ／ ９階・各階イベントスペース 

毎年大人気のイベント「バレンタインチョコレート博覧会」がいよいよ開幕。今年のテーマは「チョコレートを通し

て旅をする～知れば知るほど好きになる～」。国内外約３００ブランド、約３，０００種類のチョコレートが揃う日本

最大級のチョコレートの祭典です。今回は、密対策として、インターネットでの先行予約販売が昨年１２月２日

（水）からスタート。さらに、店頭は全館のイベントスペースを使用した阪急史上最大の展開規模に。注目は、カ

カオの進化と題し、カカオが様々な料理に変化する９階催場のイートインコーナー。会場は熱気に溢れること間

違いなし！です。 

■カカオが更なる進化！甘いだけじゃない！チョコレートから料理の世界へ 

チョコレートの原料であるカカオは、様々な工程を経て、チョコレートへと加工されていますが、今回はそんな、

カカオ＝チョコレート、チョコレート＝甘い、といったイメージを一新する、カカオの新しい魅力を発信するカカオ

フードのイートインコーナーが９階催場に登場。新時代の若き才能を発掘する、日本最大級の料理人コンペテ

ィション『RED U-35』。この大会で優秀な成績をおさめた若手料理人と阪急うめだ本店がコラボ。料理人それぞ

れの個性とカカオを使用したスペシャリテをイートインでお楽しみいただきます。 

○「ＰＥＲＴＩＣＡ（ペルティカ）」×「人類みな麺類」ramen cacao 

～フレンチエスプーマを添えて～ 

（１人前）１，００１円［阪急うめだ本店限定］ 

素材とワインにこだわる大阪・豊中市にある人気店「ＰＥＲＴＩＣＡ（ペル

ティカ）」の白竹シェフと、行列のできる大人気ラーメン店大阪・淀川

区「人類みな麺類」とのコラボ。カカオを砕いたカカオニブを麺に練り

こんだ特製麺を使用したラーメンに、シェフ考案のフレンチエスプー

マソースで食べる新感覚のフレンチカカオラーメンは、出汁、カカオ

麺、ソースが三位一体、見事にマッチした逸品です。 

○そのほか、会場イートインメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも、チョコレートを加えて味に奥深さを出したスパイシーでコクのあるカレーや、フランス料理の黒毛和牛

の赤ワインカカオ煮込み、中国料理のカカオ香る麻婆丼など、８種類をイートインでお楽しみいただきます。 

2021/01/06 

大阪「ＰＥＲＴＩＣＡ（ペルティカ）」 

海老マヨカカオビネガーのクレープサラダ巻き 

（１人前）１，１００円［阪急うめだ本店限定］ 

 

東京「ＣＨＯＭＰＯＯ（チョンプー）」 

ハンターズ・カオマンガイ（１人前）９９０円 

［阪急うめだ本店限定］ 

 

滋賀「Orpo（オルポ）」 

照り焼きカカオチキンピッツァ 

（１人前）１，２０１円［阪急うめだ本店限定］ 
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○「発酵エレメンツ」カカオ醤
ジャン

 

（粒タイプ・ペーストタイプ、各１個１４０ｇ）各１，６２０円 

フランス「エリタージュ」と、和歌山県の老舗醤油蔵「湯浅醤油」とのコ

ラボレーションで誕生した新感覚のカカオ調味料。カカオで醤油が作

れるか？という実験がもとになり、約４年の歳月をかけてたどり着い

た、カカオの風味も醤油の風味もどちらもしっかりと感じることが出来

る逸品。肉料理はもちろん、冷奴やお刺身にも相性抜群です。 

ほかにも、カカオワールドでは、カカオニブ、カカオバターなどチョコレ

ートだけではない料理に使えるカカオの楽しみ方を紹介します。 

＜◎９階阪急うめだギャラリー：カカオワールドにて販売＞ 

■今年は“フィナンシェ”がブームの予感！出来たてチョコスイーツや注目コーナーも！ 
この時期、チョコレート以外のお楽しみといえばチョコスイーツ。今回、フランスが発祥と言われている“フィナン

シェ”を大特集！地下１階と９階催場合せて約２０ブランドが登場。さらに、アイスやソフトクリームといった毎回人

気のコーナーは１０階『うめだスーク』中央街区パークへ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○茶葉とチョコレートのマリアージュ。“ティーチョコ”コーナーは注目です！＜９階 アートステージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体概要はコチラ→広報公式 YouTube チャンネル＞ 「Hankyu_PR_Channel」 https://bit.ly/3gZuU8a 

広報・米田が担当者インタビューや「バレンタインチョコレート博覧会」の魅力に迫ります！！（順次更新） 

現場撮影はコチラ→＜オープニング内覧会・フォトセッションのお知らせ＞  

２０２１年１月２０日（水）（※受付８時２０分） 

内覧会：９階祝祭広場・催場８時３０分～、フォトセッション：９階祝祭広場 午前９時２０分～ 

９階催場と祝祭広場を開店前にお披露目。さらに、パティシエ、ショコラティエ、販売員によるオープニング 

フォトセッションを開催。熱く、溶けない商戦スタートの決起イベントです。ぜひご取材ください！※別途ご案内します。 

 

「銀月サロン×ショコラトリーヒサシ」 

ラプサンスーチョンのショコラパイ 

（ショコラパイ３枚、茶葉１袋入り）３，２４０円 

 

「古傳薬膳×Ek Chuah（エクチュア）」 

薬膳ショコラ（各１枚）各１，４０４円 

［阪急うめだ本店限定］ 

 

「Art of Tea（アートオブティー）×シルスマリア」 

マサラチャイ生チョコ＆ティーセット（生チョコ２０粒、

茶葉８５ｇ入り）３，９００円［阪急うめだ本店限定］ 

 

◎地下１階スイーツストリート：「ビスキュイテリエ ブルトンヌ」「アンリ・シャルパンティエ」「ラ・メゾ

ン・デュ・ショコラ」「ザ・テイラー」「ケントハウス プリュス」「フリュテリー果坊」など 

◎９階催場：「ユーゴ アンド ヴィクトール」「ル・ショコラ・アラン・デュカス」（焼きたてを販売）など 

◎１０階『うめだスーク』中央街区パーク 

カップアイスをはじめ、「ベルアメール」「ＢＡＢＢＩ」

など、ソフトクリーム５ブランドが楽しめます。 
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２０２０年１２月２８日 

報道関係各位 

株式会社 阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

   

阪神梅田本店の「有名駅弁まつり」 

人気の８商品は全てＥＣサイト事前予約＆決済に！！ 
  

株式会社阪急阪神百貨店が運営する阪神梅田本店は、新年２０２１年１月２０日（水）から始まる人気の

催し「阪神の有名駅弁まつり」において、人気商品約４０種類をＥＣサイト事前予約とオンライン決済で

承ります。これによりお客様はこれまでよりもスムーズに人気商品をお持ち帰りいただけます。なかでも、

これまで行列ができていた“「うえの」あなごめし”などの８種類は今回全て事前予約販売のみとなり、 

会期中会場での販売は行いません。 

事前予約は、会場（店頭）開催に先行し、２０２１年１月２日（土）から承りを開始します。年に一度の 

駅弁まつりを楽しみにされているお客様に、これまで以上に安心で便利に全国各地の駅弁を楽しんで

いただくための取り組みです。 

■阪神梅田本店 「阪神の有名駅弁まつり」(https://www.hanshin-dept.jp/dept/e/ekiben/index.html） 

【会場（店頭）開催概要】 

日時 2021年 1月 20日（水）～26日（火）※最終日は午後４時まで 

場所 8階催場 

取扱商品 全国各地の駅弁全約 300種類 

【ECサイト事前予約承り概要】 

日時 2021年 1月 2日（土）午前 10時～1月 16日（土）※販売予定数になり次第終了 

予約･決済 ECサイト「阪神オンラインショッピング」（https://web.hh-online.jp/hanshin/） 

対象商品 約 40種類※内 8種類は ECサイト予約限定弁当（会場販売なし） 

受取方法 EC サイトで事前予約および決済をしていただき、商品毎のお渡し時間に会場専用

カウンターでお受け取り 

【ECサイト予約限定駅弁８種】※会場(店頭)での販売ありません。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

②福岡県/鹿児島本線 折尾駅「東筑軒」かしわめし(770円)、③同駅「東筑軒」大名道中駕籠(1030円）、 

④熊本県/肥薩線 人吉駅「人吉駅弁やまぐち」栗めし(1200円)、⑤同駅「人吉駅弁やまぐち」鮎ずし(1200円)、 

⑥鹿児島県/九州新幹線 鹿児島中央駅「樹楽」桜島灰干し弁当(890円)、 

⑦秋田県/奥羽本線 大館駅「花善」鶏めし(900円)、⑧同駅「花善」比内地鶏の鶏めし(1200円) 

※価格は全て税込みです 

 

株式会社阪急阪神百貨店  阪神梅田本店   広報部 ＴＥＬ０６（６３４５）１８２３ 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部 ＴＥＬ０６（６３６７）３１８１  

  

 

 

＜この件に関するお問い合わせ先＞ 

①広島県/山陽本線 宮島口駅 

「うえの」あなごめし 2160 円＜各日販売予定数 300＞ 

※お一人さま４個まで[お渡し時間：各日午後１時～４時] 

例年整理券を配布して販売していましたが、ＥＣサイト事前

予約のみの販売です。 

ふっくらあなごが、ぎっしり！広島名物！特製ダレで重ね

焼きした香ばしいあなごを、穴子の骨で取っただしで炊き

込んだご飯の上にたっぷりのせて。 
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あべのハルカス近鉄本店では、関西百貨店でトップバッターとなる１月 19 日（火）より、「近鉄のバレンタイン

フェア バレンタイン ショコラ コレクション 2021」をスタートし、国内外より選りすぐった約 110 ブランドのチョコレ

ートが一堂に会します。 

2021 年の近鉄のバレンタインはコロナ禍を過ごしたこの一年間を頑張った大切な人への「エール」や「感謝」

の贈り物、自分への「ご褒美」にしたい特別感のあるチョコレートを提案します。 

また、おうちバレンタインを楽しむ「オンライン映え」、「おうちチョコスイーツ」を充実させるほか、ネットショップ

限定商品など、会場での購入を控える方も楽しむことができるよう取り組みます。 

前回のバレンタインショコラコレクションにて実施したお客様アンケートでのご要望をカタチにした新企画や近

畿大学とコラボレーションした手提げ袋にも注目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近鉄のバレンタインフェア 

バレンタイン ショコラ コレクション 2021 

2021 年１月 19 日（火）より関西百貨店トップバッターでスタート 

 

【期   間】１月 19 日（火）～２月 14 日（日） （※ネットショップは１月７日（木）～２月 12 日（金）） 

【場   所】あべのハルカス近鉄本店ウイング館９階催会場 

【取り扱いブランド】約 110 ブランド 

【今年の特徴】 

・特別感のあるチョコレート  ・おウチで楽しむバレンタイン 

・お客さまの声をカタチに   ・近畿大学×近鉄百貨店 オリジナル手提げ袋 

  

 

・ 

 

特別感のあるチョコレート 

関西では 

ここだけ 

関西では 

ここだけ 

●世界から注目を集める日本のショコラトリー  

京都 北山 マールブランシュのショコラトリー。 

自家焙煎のアーモンドを使った香り高いジャンドゥ

ーヤを、このお菓子のために特別に焼きあげた２

色の香ばしいもなかで挟んだ一品です。 

パリパリ食感と濃厚な風味が味わえる日本人好み

のチョコレート菓子が大阪に初登場します。 

＜加加阿 365＞ 

もなかかお 

10 個入 2,160 円 

 

 

 

大阪 

初登場 
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イラン産ピスタチオをミルクチョ

コレートとホワイトチョコレート

の２層でコーティング。 

＜Choci Tokyo（チョキ トーキョー）＞

ピスタチオ for 近鉄  

40ｇ 1,080 円 

●世界の有名ブランドが続々初登場！ 

アメリカのショコラティエのパイオニアが手掛けるブラン

ドが初登場。ブランド名を一躍世界に広めた「グレイソ

ルトキャラメル」と「スモークトソルトキャラメル」のセット。

くちどけ滑らかなキャラメル、コーティングチョコレートに

アクセントを加えてくれる塩の調和が魅力です。 

＜フランズチョコレート＞ 

ソルトキャラメルアソートメント ７個入 2,916 円 

アラブ首長国連邦・ドバイ発のブランドが初登場。サフラ

ンを使ったホワイトチョコレートベースのサフラントリュフ

や、ピスタチオ、ローズ、カルダモンなど魅力的な素材

の味わいが詰まったアソートです。 

＜VIVEL PATISSERIE（ヴィヴェル パティスリー）＞  

チョコレートアソート  

３個入 2,981 円  

８種類の多彩な味が楽しめる

近鉄本店限定の詰合せです。 

＜ル ショコラ ドゥ アッシュ＞ 

近鉄本店限定スペシャルセレクション  

８粒入 2,851 円 

大阪 

初登場 

初登場 

希少なバニラを使ったシンプル

でやさしい味わいのバニラ、シ

トロンフレーズやマンゴージン

ジャーの詰合せ。 

＜アッサンブラージュカキモト＞ 

ボンボンショコラ 

５個入 1,674 円 

近鉄本店 

限定 

近鉄限定 初登場 

大阪では

ここだけ 
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●オンライン映えチョコレート！！ 

＜トゥット・ベーネ＞ 

トゥット・ベーネ カプチーノ 

6 個入 1,512 円 

 

＜湯布院 ジャズとようかん＞ 

ジャズ羊羹 chocolat 

１棹 2,646 円 

 

＜POIRE／ポアール＞ 

グランドピアノ  

１台 32,400 円 

 

本年のカタログテーマ「音楽と饗宴」からピアノや音楽をモチーフにしたチョコレートが登場。SNS で自

慢したくなるようなビジュアルに注目です。 

●おうち時間のおともにしたい多彩なチョコ菓子 

＜イチゴショップ＞ 

イチゴミルクサンド 

６枚入 1,296 円 

 

＜東京ショコラファクトリー＞

ショコラバウム 

10 個入 1,080 円 

 

＜Kuroneco Jack（クロネコジャック）＞ 

ガトーショコラ Jack 

全 12 種類、 １個 400 円から 

 

＜sign.（サイン）＞ 

ICHIZU（いちず） 

３本 1,301 円 

 

＜クッキー同盟＞ 

ハニースコッツチョコ 

10 個入 2,201 円（※１月 31 日（日）まで） 

 

クッキーやサブレ、ブラウニー、フィナンシェなどのお馴染みのスイーツが楽しめるチョコ菓子を特集し

ます。全国初登場、関西初登場ブランドにも注目です。 

おうちで楽しむバレンタイン 

初登場 

全国 

初登場 

関西 

初登場 

初登場 初登場 

関西では 

ここだけ 

初登場 
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初登場 

感染症対策の一環として、不特定多数の人が触れる可能性がある紙カタログを廃止し、WEB カタロ

グの配信に移行します。スマートフォンから閲覧しやすいレイアウトに変更したほか、各商品掲載画面

からネットショップ購入画面へ進むことができ、ネットショップのご利用を促進します。 

●配送サービスの強化  

百貨店の商品をスマホアプリから注文し、当日中にご指定の場所に配送する「ＰｉｃｋＧｏ（ピックゴー） 

買い物（※）」サービスを、バレンタインショコラコレクションに初導入します。当日のお届けを可能にする

ことで、「今日食べたいスイーツ」、「急な来客への贈り物」「お世話になった方に今日届けたい」などこ

れまでは来店する時間がない場合に、諦められていた“お急ぎ需要”に応えます。 

（※）CBcloud 株式会社（本社：東京都千代田区 代表取締役ＣＥＯ：松本 隆一）提供のサービス 
 

 

●動画配信 

・１月 19 日（火）よりホームページでショコラティエによるスペシャルメッセージや実演動画、おうちでチョ

コを手作りする際のワンポイントアドバイスなどを公開（７社予定） 

※バレンタインショコラコレクション会場内に設置するテレビでも公開 

・期間中、あべのハルカス近鉄本店菓子売場公式インスタグラム（＠abeno_sweetｓ）にて会場の様子

やイートインスイーツ、チョコレートの紹介を動画でお届けします。 

●WEB カタログの強化 

●ネットショップの強化 

売上を大きく伸ばしているネットショップでは、１月７日（木）よりネットショップ限定商品を含む約 70 ブラ

ンドを取りそろえるほか、限定サービスを実施します。 

【期間】１月７日（木）10：00～２月 12 日（金）10：00 

【ブランド数】約 70 ブランド（※販売開始時点 ※取り扱いブランドは順次追加予定） 

 

＜ネットショップ限定商品＞  

＜ミシェル クルイゼル＞ 

シングルプランテーション カレＮｏ．６ 

1,296 円 

＜ネットショップ限定サービス＞  

・5,400 円（税込）以上お買い上げで全国送料無料 

・次回ネットショップで使える 500 円クーポンを進呈（※一勘定 5,000 円（本体価格・税抜）

以上お買い上げで利用可能） 
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近畿大学×近鉄百貨店 コラボ手提げ袋 

2021 年のバレンタインショコラコレクションの手提げ袋

は近畿大学と近鉄百貨店の包括連携協定の一環とし

て、同大学文芸学部（芸術学科３年）の「堀川さくら」さん、

「池田佳穂」さんそれぞれによるデザインが１枚の手提げ

袋に表現されています。 ２人の全く異なるバレンタインの

表現にも注目です。 

 また、最終案として提出された学生 12 人のデザイン作

品を会場内に展示します。 

お客さまのお声をカタチに 

＜ソフトクリームお試しチケット販売＞ 

『少しずついろいろなソフトクリームを楽しみたい』というお声に応え、ミニカップに入ったソフトクリーム３

種類をワンコインで味わえるソフトクリーム試食券（３枚セット）を販売します。（※限定数 350） 

【対象】近鉄百貨店アプリ登録者  【ブランド】カカオサンパカ、レオニダス、ナカムラチョコレート 

 

 
＜サンプルクーポンの配布＞ 

『試食サイズでは物足りない！』『もっと食べてみたい！』というお声に応え、近鉄百貨店アプリにて７ブ

ランドのサンプルクーポンを近鉄百貨店アプリにて配信。クーポンを提示された方には、対象商品の個

包装をまるごと１つプレゼントします。【対象】近鉄百貨店アプリ登録者 

※クーポン配信日はブランドにより異なる ※なくなり次第終了 

他にも見所はたくさん！ 
 

●ピスタチオ特集 

●お茶とお酒ショコラハーモニー 

●スヌーピーショコラ 

●有名ブランド日替わりアシェットデセール 

など個性豊かなチョコが続々登場！ 

 

さらに 

●期間限定出店 DEAN&DELUCA 

【期間】２月３日（水）～14 日（日） 【場所】タワー館２階イベントスペース 

医療従事者への感謝を込めてご案内 

医療従事者の方々においては、年に一度のチョコレートの祭典を楽しみにされる一方、感染リスクへ

の懸念から多くの人が集まる場所への外出を控えるため、バレンタイン会場への来場を諦めてしまう方

も多いと見込まれます。そこで医療従事者への感謝と敬意を込め、混雑を避けつつ、多数のチョコレー

トの中から好みのチョコレートを探す楽しみをお届けできるよう、近鉄不動産ご協力のもと別会場にて

チョコレートをご用意し、近隣施設にて勤務されている方々をご案内します。 

イメージ画像 
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報道関係資料

松屋銀座では、メールマガジン会員を対象にバレンタインに関するアンケート調査を実施しました。
調査結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

【調査実施概要】 ＊〔　〕内は昨年の数値
■調査期間 2020年11月6日（金）～9日(月)
■調査方法 公式メールマガジン会員約3万2千人を対象にウェブアンケートを実施
■有効回答数 女性953名 （20歳～83歳　平均年齢47.3歳　／独身38.5%・既婚61.5%　／　子どもあり40.2%）

Q1　2021年バレンタインチョコ　を購入する（自分用も含む）予定はありますか？

買う 95.2% 〔94.1％〕

Q2　バレンタインチョコはどこで買う予定ですか？ Q3　Q2で「百貨店」を選択された方が、百貨店で買う理由は？（新設問）

百貨店 90.1% 〔85.9％〕 1位 種類がたくさんあるから 81.7%

チョコレート専門店 38.3% 〔34.8％〕 2位 話題のお店が入っているから 44.5%

スイーツショップ 23.8% 〔15.6％〕 3位 好きなブランドがあるから 41.0%

駅ビル、ショッピングモール 17.3% 〔17.4％〕 4位 チョコレート以外にも買い物をしたいから 34.1%

インターネット 15.4% 〔10.6％〕 5位 昔から百貨店で買っているから 22.7%

★複数回答 ★複数回答

Q4　誰のためのバレンタインチョコを買う予定ですか？

自分へのご褒美チョコ 62.4% 〔58.2%〕

家族・親戚への義理チョコ 59.5% 〔55.7%〕

33.8% 〔35.6%〕

会社関係の義理チョコ 31.1% 〔30.7%〕

女友達への義理チョコ 22.0% 〔22.4%〕

男友達への義理チョコ 12.7% 〔13.7%〕　　　★複数回答

O5　バレンタインチョコの目的別予算は？

最高価格

Q6　バレンタインチョコレートの予算総額は？

平均　 〔12,056円〕

最高　 〔150,000円〕

Q7　バレンタインチョコを購入する際に最も重視するポイントは？

1位

2位 シェフ、ショコラティエ

3位 相手の好み パッケージデザイン

4位 パッケージデザイン からだに良い（健康・美容）

5位 シェフ、ショコラティエ（同率4位）

ブランド

話題性

味

13,616円　
180,000円　

9.8%

70.2%

16.1%

3.9%

増えている

ほぼ同じ

減っている

今年は買わない

パッケージデザイン

味

自分チョコ

ブランド

SNS映え

ブランド

SNS映え

相手の好み

価格

友チョコ

味

義理

味

ブランド

本命

2021年1月

〔1,208円〕

10,000円

本命チョコ

義理チョコ

1,182円
〔1,096円〕

5,000円

平均

本命チョコ

3,995円

自分チョコ

〔3,930円〕

50,000円

4,077円

約95%が2021年バレンタインチョコを購入すると回答し、約90％もの方が「百貨店」で購入予定。総額、「本命チョコ」「義理チョコ」「友チョ
コ」「自分チョコ」全てのカテゴリーで、昨年に比べ平均予算が上がっており、今年のバレンタインへの消費意欲は高い。また、カテゴリー
中で、自分用チョコ購入予定者が全体の62.4％と最多、予算平均も一番高く、女性にとって自分で楽しむバレンタインの意味合いはさら
に強まっている。

友チョコ

1,333円
〔3,647円〕

55,000円

約6割の女性が、“自分チョコ”を購入し、予算は増加。コロナ禍で、義理チョコへの意識の変化も。

2021年バレンタインに関する女性の意識調査
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Q8　「本命チョコ」の予算は、昨年と比較すると？ Q9　「友チョコ」の購入予定数は？

増えている 2.8% 平均　 4.0個　 〔3.9個〕

減っている 6.9% 最多　 60個　 〔50個〕

ほぼ同じ 60.0%

昨年は買っていない 30.3%

Q10　「義理チョコ」の購入予定数は？

平均 　6.9個　 〔6.5個〕 増やす 8.2%

最多 80個　 〔100個〕 昨年と同様 49.8%

減らす 20.9%

買わない 21.1%

O10-②　「義理チョコを増やす」または「減らす」「買わない」と回答した方の理由は？（新設問）

「増やす」理由 「減らす」「買わない」　理由

昨年よりお世話になった人が多いから 66.7% コロナ禍で会う機会がないから 53.0%

34.6% リモートワークが増え、会社に行かなくなったから 23.5%

節約したいから 18.3%

★複数回答 ★複数回答

Q11　どんな理由で義理チョコを購入しますか？

1位 日頃の感謝の気持ちを伝えるため 63.1%

2位 お中元・歳暮のような季節の贈り物感覚 33.3%

3位 31.5%

4位 自分がおいしいと思うチョコレートを紹介したいから 18.2%

5位 ホワイトデーに期待しているから 2.9%

★複数回答

Q12　バレンタインの楽しみは何ですか？

1位 贈った相手が喜んでくれること 62.4% 〔55.9％〕

2位 相手を思ってチョコを選ぶ時間 52.2% 〔44.9％〕

3位 たくさんのチョコを食べられること 36.5% 〔29.5％〕

4位 期間限定の会場で過ごすひととき 27.0% 〔21.7％〕

5位 大切な人に気持ちを伝えること 17.1% 〔16.5％〕

★複数回答

Q13　インターネットでバレンタインチョコを購入しますか？（新設問） Q14　今年ならではのバレンタインの変化はありますか？(新設問)

これまでに購入しており、今年もする 16.5% ピーク時を避け、早めに購入する 44.6%

これまでに購入したことがないが、今年はしてみたい 18.9% バレンタイン会場にひとりで行く 14.9%

これまでに購入したことがあるが、今年はしない 10.5% バレンタインチョコを贈ることをやめる（減らす） 11.4%

これまでに購入したことがなく、今年もしない 39.9% 下見をやめる 10.3%

バレンタインチョコを購入しない 14.2% 店頭で下見をしてECサイトで購入する 5.9%

変わらない 35.5%

★複数回答

全体の約45%がインターネットでバレンタインチョコを購入をしたことがある、もしくはしてみたいと回答し、バレンタインでも自宅で購入す
ることができるECサイトの関心は高まっている。

毎年恒例だから

また、今年ならではのバレンタインの変化について、「変わらない」と回答したのは35.5％。全体の約65％は何らかの変化があると考え
ている。ピーク時を避ける、ひとりで会場に行くなど、バレンタインを楽しみながら、個々の感染対策への意識も見られる。

今年は、義理チョコを減らす人が約20%。その半数以上が「コロナ禍で会う機会がないから」と回答している。一方で、昨年同様・増やす
人が約58%と、コロナ禍で会えないからこそ、感謝の気持ちを伝えるツールとして、バレンタインチョコを贈ろうと考えている人が多い。

コロナ禍で人と会う機会が減ったからこそ、感
謝の気持ちを伝えたいから

〔問い合わせ〕松屋銀座 総務部広報課 矢吹直子・大原純・福原裕紀・桐岡ひかる
〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 TEL:03-3561-0070（広報直通）・FAX:03-3535-6027

45.9%
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オリジナルの花柄ＢＯＸでお届け 

報道関係                                                               2021.1 

 

 

 

 

 

 

 

松屋銀座では 2 月 3 日（水）より８階イベントスクエアにて「ギンザ バレンタインワールド」を開催します。開催 1 ヶ月前

の 1 月 4 日(月)からバレンタイン EC を開設。自宅にいながらにして松屋銀座のバレンタインをお楽しみいただけます。 

今年のコンセプトは、『旅するバレンタイン』。旅行したくてもできない今、バレンタインを「旅している」かのように楽しん

でいただけるよう日本各地の素材を使ったオリジナルチョコや世界各地のチョコレートを揃えました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

店頭 ギンザ バレンタインワールド 

〔会期〕 2 月 3 日（水）～2 月 14 日（日） 12 日間 〔会場〕8 階イベントスクエア 〔会場面積〕 約 1000 ㎡  

〔ブランド数〕 約 71（前年 80） 国内ブランド：32、海外ブランド 39（14 カ国）   〔松屋限定商品〕 15 品  

〔イートイン・実演〕 6 ブランド（前年 10） 〔価格〕 181 円（ガルップ）～30,001 円（ブルガリ イル・チョコラート） 

＊従来 8 階にも出店していた既存店舗を地下 1 階のみで展開、会場導線を拡張、混雑時の入場制限などを実施し、密回避に努めます。 

 

インターネット 松屋オンラインストア （https://store.matsuya.com/cp.html?fkey=valentine） 

〔会期〕 1 月 4 日（月）午前 10 時～2 月 1 日（月）午前 10 時   〔展開数〕 約 80 ブランド 200 点 

〔松屋限定商品〕 29 品 〔価格〕 378 円（メリーチョコレート）～11,001 円（ブルガリ イル・チョコラート） 

 

 

 

フェア展開ブランドの約 7 割をインターネットでも販売。更に 20 アイテムがネット限定登場 

昨年は 8 万人以上が来場した、松屋銀座の「ギンザ バレンタインワールド」。コロナ禍での開催となる今回は、店頭で展

開する 71 ブランドのうち 50 ブランドをインターネットでも販売。更に、約 20 アイテムがネット限定で登場するなど、来店

せずに購入できる商品を充実させることにより、会場の密を回避しつつ、売上の確保を狙います。 

＊商品は、リリース 2 ページ目以降インターネット参照 

オンライン限定セット 「松屋銀座オリジナルセレクトＢＯＸ」 

今は会えない大切な方へ、届いた瞬間からワクワクするバレンタインギフトを。バイヤーが小箱 

や個包装商品を中心にセレクトし、おひとりでも数名でも楽しめるラインナップを 14 ブランド用意。 

①松屋セレクト ②銀座あけぼの ③黒船 ④KURAKICHI ⑤御門屋 ⑥NOAKE TOKYO ⑦鹿鳴館 

⑧ヨックモック ⑨ユーハイム  ⑩資生堂パーラー ⑪デメル ⑫ﾌﾞｰﾙﾐｯｼｭ ｱﾙﾃｨｻﾞﾝ ⑬モロゾフ ⑭西光亭 

松屋銀座セレクト 7,258 円（送料別）  ミルフィユ メゾン フランセ、メサージュ・ド・ローズ他 4 ブランド入り 

ＥＣ販売強化 コロナ禍のバレンタインはおうちで楽しむ 

2021年 松屋銀座のバレンタインフェア 

“日本の魅力再発見” “ＤＩＹチョコ”“高級志向” 

2021 年 松屋銀座バレンタインフェア  

〔今年の特徴〕 コロナ禍で増加したおうち時間消費へのアプローチと密を避けるための分散販売 

①1 月 4 日（月）からインターネット販売を実施 ＥＣ限定アイテムやオリジナルセットも用意 

②日本人ショコラティエらによる日本各地のこだわり食材チョコレートで日本の魅力再発信 

            ③自分が楽しむバレンタインは、家で「ＤＩＹチョコ」や一流ホテルチョコで「贅沢気分」 

 

① インターネット販売を強化  
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2 

 

 

日本のショコラティエやパティシエ、和菓子職人たちが惚れ込んだ日本国内の食材を使ってオリジナルチョコレートを製

作。チョコレートで日本各地のこだわり食材を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松屋銀座限定 インターネット 
〈アトリエ キュイエール〉九州ショコラ 10 個入 3,996 円  

 
九州の農家や生産者から直接仕入れたフルーツや、お茶、 
スパイスなど九州の魅力を詰め込んだショコラです。 
 
◆こだわり食材：福岡県「シナモン」(画像①)、 鹿児島県「辺塚 

 だいだい」（②）、宮崎県「パッションフルーツ」 
(③)、福岡県「苺」(④)、鹿児島県「金柑」（⑤）など 

◆ショコラティエ：山﨑陽子…パティシエとして修業を重ねる中で、チョコレートの奥深さを痛感。 某大手料理教室で講師を務める傍ら、 

九州エリアのケーキ技術指導員として製菓講師の研修・育成に携わる 

 

百貨店初登場 松屋銀座限定 インターネット 
〈セイスト〉ワンダフルエンカウンター 4 個入 2,001 円 
 
岩手県サンファームの紅の夢、栃木県ハート＆ベリーのとちおとめ等 
全国各地から取り寄せた厳選素材を丁寧にショコラに閉じ込めました。 

 
◆こだわり食材：岩手県「紅の夢」(⑥) 静岡県「緑茶」(⑦)、 

高知県「土佐文旦」(⑧)、栃木県「とちおとめ」 

◆ショコラティエ：瀧島誠士…数々の世界の製菓コンテストの受賞経験も多数持ち「FIPGC2019」で世界１位も受賞。現在は 

フォトジェニックスイーツを全国に宅配する「Like Sweets BOX」にメインシェフとして参加。 

 

百貨店初登場 松屋銀座限定 インターネット 
〈オキナワ カカオ〉 新生姜と月桃のチョコレート 1,512 円 
 
さとうきび糖で炊き上げた沖縄県北部やんばる(山原)の新生姜に、自社畑に 
自生する月桃で香り付けしたチョコレートをかけた、優しい味わいの和風チョコ。 

 
◆こだわり食材：沖縄県「月桃」(⑨)「新生姜」(⑩) 

◆代表：川合 径…沖縄本島北部・やんばるにて国内では珍しいカカオ栽培をスタート。カカオを通して地域と都市のコミュニケーションを

増やすこと、沖縄食材と組み合わせたチョコレートをつくることで、地域発展につながる裾野の広い沖縄カカオ産業を目指しています。 

 

百貨店初登場  
〈アンフィニ〉テリーヌ・ド・ショコラ・エレガント 3,501 円 ※地下 1階洋菓子にて販売 
 
日仏のレストランで活躍した金井史章シェフが、高知県産のベルガモットやローズ 
などを使って作る口どけの良い濃厚なショコラのテリーヌ。百貨店では松屋銀座のみ。 
 
◆こだわり食材：高知県「土佐ベルガモット」 
 

② 日本人ショコラティエらによる日本各地のこだわり食材チョコレートで日本の魅力再発信 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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コロナ禍で家で過ごす時間が増加し、料理に目覚めた方も多い昨今。クラフトチョコレート 

ブランドから、おうち時間を楽しむチョコレートキットが初登場します。 

 

WEB 限定商品 インターネット 
〈ダリケー〉カカオ豆から手作りチョコレートキット 2,200 円  

チョコレートの原料である生のカカオ豆からチョコレートを作る工程を、まさに自身で体験 
できる手作りキット。同封されているブックレットではカカオ豆の歴史や作り方を紹介。 
 
インターネット〈ダンデライオン・チョコレート〉 
チョコレートブラウニーベーキングキット 2,376 円 
ダンデライオン・チョコレートの人気メニューをおうちで手作り。ドミニカ共和国カカオ豆
を使用したグランドチョコレートや、オーガニックきび砂糖を使ったシンプルなレシピで
２回分楽しめます。 
 
インターネット〈ショコル〉 
カカオバターと和三盆の手作りホワイト&ミルクチョコレートキット 80g 2,430 円 

厳選した素材で、ホワイトチョコレートとミルクチョコレートが作れるキット。キュートな型に

流し込み、エディブルフラワーをトッピングして。 

 

インターネット〈ユーロチョコレート〉 
幸運を運んでくる！チョコレートのハリネズミ手作りキット 3,024 円 

昨年は会場で実施した、チョコレートでハリネズミを作るワークショップを今回はキットで 

販売し、作り方を動画で紹介。ご自宅で楽しめます。ハリネズミはヨーロッパでは背中に幸運 

を運んでくる幸運のシンボルとされています。 

（キット内容） クーベルチュールチョコレート、ヒマワリの種、チョコスプレー ドライブルーベリー、 

麦チョコ、説明書、動画のＵＲＬ 

 

 
 

 

 

 

松屋銀座メールマガジン会員への 2021 年バレンタインに関する女性の意識調査によると、バレンタインチョコにかける

予算は昨年よりアップ見込み。（詳細別紙あり） 一流ホテルやハイブランドチョコレートで、おうち時間を贅沢にランクアップ。 

      

〈パレスホテル東京〉スペリュール 2021 9 個入り 5,400 円 

パレスホテル東京のショコラティエールが 1 粒ずつ丁寧に作り上げたバレンタイン限定の 

ボンボンショコラ。 

 

インターネット〈ザ・ペニンシュラ ブティック＆カフェ〉 3,672 円（写真上） 
ハート型のルビーチョコレート 6 個入りボックス。ボックスも可愛らしいハート型。 

 
インターネット〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉パリ ア ルール ブルー 8 個入 3,456 円  

※地下 1 階洋菓子にて販売 

太陽が沈み、空が濃い青へと移ろいゆく時間。フランス語で「ルール ブルー」と言われるこの時間を 

チョコレートで表現。 

 
松屋銀座限定〈ブルガリ イル・チョコラート〉 チョコレート・ジェムズ 24 個入 30,001 円（写真下）  

※地下 1 階洋菓子にて販売 

いちじくとくるみ、ティラミス、ピスタチオなど定番品や松屋限定フレーバーの“銀座はちみつ”、 

24 個入りの松屋限定ボックス。 

③-1 おうちで楽しむバレンタイン ＤＩＹチョコ 

③-2 高級志向 ～おうちでラグジュアリーバレンタイン～ 
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4 
＊価格は全て税込 ＊インターネット販売は送料別 

 

 
 
松屋銀座限定 インターネット 
〈ルフィア〉カリフォルニア アーモンド トフィー 5 個入 3,024 円  
カリフォルニア産アーモンドのスライスとキャラメルが幾重にもなった新感覚。香料、人工着色料、保存料を使用しない 
ナチュラルな製法です。 

 
松屋銀座限定 インターネット 
〈ミルフィユ メゾン フランセ〉ミルフィユ セゾン ムーミンエディション 8 個入 3,780 円 ※２月１日より地下 1階洋菓子にて販売 
松屋限定ブランドがムーミンと初コラボ。カフェと塩キャラメルをオリジナルパッケージでご紹介。 ＊詳細リリース別途あり 

 

 
 

世界の女の子をチョコで支援(サポート) ＃サポチョコ 

チョコレートを楽しみながら、世界の女の子を支援。「ギンザ  

バレンタインワールド」で販売するタブレットチョコレートの売上金 

の一部を国際ＮＧＯプラン・インターナショナルを通じて、差別や 

偏見に苦しむ途上国の女の子たちを守り、社会に変化をもたらす 

能力を身につけられるようサポートするプロジェクトに寄付します。国際ＮＧＯプラン・インターナショナルと働く女性向けの 

ウェブサイト「ＯＴＥＫＯＭＡＣＨＩ(大手小町)」と共同で、２０１９年のバレンタインフェアで初めて取り組んだ途上国の女の子を 

応援する今回で 3 年目となる取り組みです。 
 

プラン・インターナショナルとは 

子どもの権利を推進し、貧困や差別のない社会を実現するために活躍する 

国際ＮＧＯ。１９３７年に設立され、現在は世界７０カ国以上で活動しています。 

 

 

 

リアル店舗に来店いただいた方だけのスペシャルな施策も用意しています。 

【販促施策】 MATSUYA × Sghr(スガハラ) オリジナルちょこざらプレゼント 

■期間：2 月 3 日(水)～14 日（日） ■お渡し会場：8 階イベントスクエア入口 
 

期間中、8 階イベントスクエアで税込 3,240 円以上お買い上げの先着 3,000 名様に、 

Sghr(スガハラ)とコラボした「ちょこざら（ガラス製／直径約 9ｃｍ）」をプレゼント。 
 

【銀座回遊施策】 もの繋ぎプロジェクト コラボ企画 銀ぶらりー 

■期間 2 月 3 日（水）～14 日（日）12 日間 
 

バレンタインで銀座を盛り上げる！松屋銀座と、木挽町よしや斉藤大地さんが発起人の「銀座もの繋ぎプロジェクト」コラボ企

画第 3 弾。松屋銀座バレンタイン会場と木挽町よしや他、参加店で配布する「銀ぶらりーオリジナル台紙」を片手に参加店を

廻り、税込 1000 円以上お買い上げでシールを 1 枚進呈。集めた枚数に応じて松屋銀座で景品をプレゼント。銀座の街の相

互回遊施策です。 

 

 

 

 

 

 

〔お問い合わせ〕松屋銀座 総務部広報課 矢吹直子・大原純・福原裕紀・桐岡ひかる 

〒104-8130 東京都中央区銀座 3-6-1 TEL:03-3561-0070（広報直通）・FAX:03-3535-6027 

私の「美味しい」が誰かの「幸せ」に繋がるＳＤＧｓなチョコ選び  ＃サポチョコ 

 

「ギンザ バレンタインワールド」 〔２月２日(火) １８時～２０時 プレオープン（予定）〕 

２月３日（水）の会場オープンに先駆けインフルエンサーと従業員にむけてプレオープン予定。ご取材も可能です！ 

銀座で楽しむバレンタイン！  

 

やっぱり気になる！松屋限定商品  
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2021年 1月 8日 
J.フロント リテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店  
 

 

大丸松坂屋百貨店では、今年も“大丸松坂屋のバレンタイン 2021 ショコラプロムナー 

ド”を各店舗および大丸松坂屋オンラインショッピングで開催いたします。 

2021 年のバレンタインはさらに高まる「自分買い」のニーズや、「巣ごもり消費」に対応 

できるよう、チョコレートだけでなく幅広くスイーツ全般を取りそろえました。また、オンラ

インショッピングの取り扱いを強化し、前年の約 170 ブランドから本年は約 220 ブランド 

に拡大いたしました。 

催事会場も感染拡大防止と安心・安全を確保できるよう環境を整えて、ご来店をお待ち

しております。 

大丸・松坂屋のバレンタイン２０２１ 
Chocolat Promenade 

シ ョ コ ラ プ ロ ム ナ ー ド 

大丸・松坂屋 バレンタイン   検索☜   https://dmdepart.jp/valentine/ 

♥1月20日（水）→2月14日（日）：地1階西  

♥2月3日（水）→16日（火）：地1階東   

♥1月20日（水）→2月14日（日）：15階 ショコラプロムナード（最終日は午後7時閉場）   

 

♥1月20日（水）→2月15日（月）：7階 ショコラプロムナード会場（最終日は午後5時閉場） 

♥1月20日（水）→2月14日（日）：地1階 

  

♥1月13日（水）→2月14日（日）：地1階 ♥1月27日（水）→2月14日（日）：1階 中央イベントスペース  

♥1月20日（水）→2月14日（日）：1階 メインステージ横特設会場 ♥2月3日（水）→14日（日）：地1階 食品催事場 

♥1月23日（土）→2月14日（日）：9階 イベントホール ショコラプロムナード（最終日は午後6時閉場） 

 

♥1月28日（木）→2月14日（日）11階 2021ショコラプロムナード スペシャル会場 

♥1月27日（水）→2月14日（日）1階、地階 

 

♥1 月 27 日（水）→2 月 14 日（日）： 

7 階 バレンタイン特設メイン会場、地 1 階 バレンタイン特設会場、 1 階 バレンタイン特設会場 

（※1 階一部 1 月 20 日（水）→2 月 14 日（日）） 

 
♥1 月 16 日（土）→2 月 14 日（日）：本館 7 階 ショコラプロムナード会場（最終日は午後 6 時閉場） 

♥1 月 20 日（水）→2 月 14 日（日）：本館地 1 階 

 

♥1 月 20 日（水）→2 月 14 日（日）：本館 1 階 

♥2 月 2 日（火）→2 月 14 日（日）：本館 6 階 ショコラプロムナード会場 

   

♥1 月 27 日（水）→2 月 14 日（日）：本館 8 階 ショコラプロムナード会場（最終日は午後 5 時閉場） 

♥1 月 27 日（水）→2 月 14 日（日）：地階 

大丸 

京都店 

大丸 

梅田店 

大丸 

神戸店 

大丸 

札幌店 

松坂屋 
名古屋店 

松坂屋 

上野店 

松坂屋 

静岡店 

大丸 

東京店 

 

 

＊掲載商品は都合により変更となる場合があります。 
 

＊掲載商品の展開場所、期間につきましては、展開店舗、ブランドごとに異

なります。詳細は各店バレンタインカタログや各店 HP をご確認ください。 

 

※対象店舗名の表記 

〈大丸〉梅：梅田店 京：京都店 神：神戸店 東：東京店 札：札幌店 

〈松坂屋〉名：名古屋店 上：上野店 静：静岡店 

-CONTENTS- 
 

今年のバレンタインは、チョコレートだけじゃない！ 

Valentine Sweets................................２ 
 
新進気鋭のショコラトリーから名門ブランドまで。 

World Chocolate..................................４ 
 
日本を代表する、ショコラティエ＆パティシエの自信作！ 

Japanese Selection...........................５ 

 

大丸松坂屋オンラインショッピング 
【パソコン・スマートフォン】 
https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/valentine/ 

承り期間  1 月 8 日（金）14 時→2 月 8 日（月）10 時 

※一部の商品は承り期間が異なる場合がございます。 【スマートフォンサイト】 
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2 
 

〈カカオティエゴカン〉 
梅 京 神 東   

大阪発！ 日本の菓子職人が 

カカオ豆から探求したチョコレート。 
 
グリオットピスターシュ、ラムレーズンなど期間限定の味

が登場。多彩な素材を使った口どけの良いガナッシュと

サクッとしたサブレのバランスが絶妙です。 

 

カカオサンド（アロマ） 

（期間限定） 

 （4 個入り）税込 1,620円 

〈AND THE FRIET〉  
京 神 札 名 静  

  

サクッと楽しむ、ベルギー産ポテトを使った 

プレミアムスナック。 
 

東京 広尾で行列のできるフレンチフライ専門店が数

年かけて開発。ベルギー産ポテトの黄色と旨みをい

かした“サクサク食感”で、おやつに、おつまみに大

好評のドライフリットがチョコをまとって登場します。 
 

ストレートカットのドライフリットと、チョココーティング 

されたスライスカットのドライフリットが楽しめる、上品 

な甘辛ミックスセット。 

 

SPECIAL GIFT BOX 

（2袋入り）税込1,600円 

〈スノーサンド〉 東 札  
冬だけのときめき！味・食感・見た目の 

3拍子そろったチョコスイーツ。 
 

オリジナルブレンドで香り高く仕上げたミルクの生チョコレー

トを、カリッとした食感のラング・ド・シャクッキーでサンド。自

家製放牧牛乳を使用しなめらかな口当たりに。 
 

a.スノーサンド 黒 

（8個入り）税込1,580円 

（5個入り）税込880円 
 

自社製放牧牛乳を使用したなめらかな「ミルクのホワイト生

チョコレート」を、カリッとした食感のラング・ド・シャクッキー

で挟みました。 
 

b.スノーサンド 白 

（8個入り）税込1,580円 

（5個入り）税込880円 
 
期間中、店頭で〈スノーサンド〉商品を税込3,160円以上お買い

あげのお客様各日先着50名様に「スノーサンドオリジナルミニト

ートバッグ」をプレゼント！ 

■1月27日（水）→2月14日（日） 

※お一人様1点限りとさせていただきます。 

※バッグの色はお選びいただけません。 

★Valentine Sweets★ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
b 
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3 
 

〈ベイユヴェール〉  
梅 京 神 札 名 静 

  

フランス発フロマジュリーが手掛ける、 

日本限定スイーツ。 
 

発酵バターとプレミアムチーズのメゾンが、日本だけで

展開するスイーツ。コクのある発酵バターを使った、看

板の「バターサンド」を7種のフレーバーで楽しんで。 
 

 

〈PRESS BUTTER SAND〉 
梅 京 神 上 静 

 
まっすぐなおいしさを贅沢に。 

〈MAROU〉のオリジナルチョコとコラボレート。 

 

サンド・オ・ブール（各1個）各税込540円 
 

a.ミモレット / b.ラムレーズン / c.ピスタチオ・クランベリー 

d.プラリネナッツ / e.ミルクティー/ f.ショコラ 

g.トロワフロマージュ 
 

 

カカオ75%のオリジナルブレンドチョコのタブレットと、チョコ

キャラメルを挟み込んだバターサンド。 

 

a.バターサンド〈MAROUチョコレート〉 

4個入＆タブレット 

（バターサンド〈MAROUチョコレート〉4個・ 

タブレットチョコレート1個入り）税込2,052円 

 

※タブレットチョコレートのみの販売はございません。 

オリジナルブレンドのチョコを使用したキャラメルとクッキー

生地にレッドココアパウダーを練り込んだ「MAROUチョコレー

ト」と、定番のバターサンド2種をアソートに。 

 

b.バターサンド2種詰合せ 

（バターサンド〈MAROUチョコレート〉2個・ 

バターサンド1個入り） 

税込864円 

 

 

〈ISHIYA〉 
京 神 札 名 

  

あなたと、大切なひとへ、 

「白い恋人」のチョコの魅力を 

新しく発信。 
 

生地・中央のチョコレートにルビーチョコレートを使

用したバウム。鮮やかな見た目と甘み・酸味のバラ

ンスにこだわった深い味わいが楽しめる一品。 

 

恋するチョコレート 

ショコラバウムクーヘン 

（ルビー） 

（1個）税込1,944円 

★Valentine Sweets★ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

c 

d 

e 

b 

f 

 

g 

a 

b 
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4 
 

〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉 
京 神 札 静  
 

フランス料理の巨匠が長年温めた、 

 “夢のショコラトリー”が具現化。 
 

マダガスカル産とペルー産カカオを使ったガナッ

シュや自家製プラリネなど、素材の風味際立つ6

粒のショコラを。 

 
デクヴェルト 詰め合わせ 

（6個入り）税込2,808円 
 

〈ラ・メゾン・デュ・ショコラ〉 
神 東 札 名 

 

口の中で溶ける瞬間まで、完璧な味わいと 

独創的なバランスを堪能して。 
 

「ルール ブルー（青の時）」をテーマに、うっとりと、こ

の上ない体験を届ける2021年限定の4種のショコラ。

それぞれが主張する魅惑的な味わいを心ゆくまで。 

 

パリ ア ルール ブルー 

（4種×各2個入り）税込3,456円 

〈ピエール・ルドン〉 
梅 京 神 東 札 名 上 静  

 

長年磨かれた高度な技で 

叶える、独創的な1粒。 

 
ビター、ミルク、ホワイト、そして“第

４のショコラ”と呼ばれるルビーとブ

ロンドの５種、カカオの多様性をい

かすルドン氏ならではのひと箱。 

 

Cinq Étoiles（サンク・エトワール） 

 （5個入り）税込1,998円 

 

サンフランシスコ発、 

Bean to Barチョコレートムー

ブメントの先駆け。 
 
シングルオリジンカカオ豆とオーガ

ニックのきび砂糖のみで作ったチョ

コレートバー。豆の産地や個性に

よる味わいや風味の違いを楽しめ

ます。 

 

コレクションボックス  

（2枚入り）税込3,024円 

（3枚入り）税込4,320円 

〈デルレイ〉 
梅 京 神 東 札 名 上 静  

 

可憐なルックスに 

奥深い口どけを秘めた、 

ダイヤモンドショコラ。 
 

キャラメルやピスタチオ、パイナッ

プル＆マンゴーなどアイコニック

なショコラ 6種を、ブリリアントピン

クのダイヤモンド型ボックスに。 

 

ダイヤモンドBOX （6個入り） 

税込3,564円 

〈ダンデライオン・チョコレート〉
東 名 上  
 

★World Chocolate★ 
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〈パティスリーヤナギムラ〉 
神 東 札 名  
 

鹿児島県産の素材使いで注目される、 

地元愛豊かなパティスリー。 
 

鹿児島県の焼酎蔵で甕壺に仕込まれた焼酎だけを選び、

作りあげた焼酎ボンボンショコラ。中に3年貯蔵や古酒を使

った、さまざまなボンボンショコラの味わいが楽しめるア 

ソート。 
 

薩摩蔵 甕壺仕込  

6銘柄（6個入り）税込1,944円 

9銘柄（9個入り）税込2,916円 

〈マイメロディ×ゴンチャロフ〉 
梅 京 神 東 札 名 上 静  
 

マイメロディファン必見！ 

おいしさと可愛いさでメロメロに。 
 

多彩な味わいのマイメロディを表現した形やプリント

チョコレートに笑顔がこぼれるアソート缶。立体的な

デザインの缶は大切にとっておきたくなりそう。 
 

マイメロディ H 

（21個入り）税込2,160円 

〈銀座千疋屋〉 
神 札 名 上 
 

創業125年を越える果物専門店 

が仕立てる、甘美なフルーツショ

コラ。 

甘酸っぱい国産りんごと

ホワイトチョコのバランス

の妙を。  

c.りんごのチョコレート 

（5個入り）税込1,620円 

柑橘フルーツ「不知火」の爽

やかな香りと酸味が後を引

きます。  

d.不知火のチョコレート 

（7個入り）税込1,620円 

春夏秋冬、移りゆく季節を、

フルーツとチョコで表現。そ

れぞれのフルーツにぴった

りなチョコレートを探り当て、

奥行きのあるおいしさに。 

 a.奏（4個入り）税込1,728円 

パイナップルのトロピカル

な風味をホワイトチョコで 

まろやかに。 

e.パイナップルのチョコレー

ト（5個入り）税込1,620円 

優しい甘みのホワイトチョ

コと大粒苺のほどよい酸

味がマッチ！ 

 f.プレミアム苺チョコ 

（5個入り） 税込1,620円 

〈Cheese Cheese 

Chocolate Cheese〉 
京 神 東 札 名 静  
 

チーズとチョコ、両方の魅力が 

溶け合う新感覚スイーツ。 
 

ホワイトチョコレートのとろける甘さに

北海道チェダーの5カ月熟成された酸

味と、コクのあるナッツ風味が加わっ

た濃厚でなめらかな生チョコレート。 
 

北海道チェダー生チョコレート  

（16粒入り） 

税込1,620円 

国産苺の酸味とホワイト

チョコの甘みが優しく香っ

て。  

b.いちごのチョコレート

（70g）税込1,620円  

 

★Japanese Selection★ 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

〈本件に関するお問い合わせ先〉 

株式会社大丸松坂屋百貨店 広報 長野・田中 TEL：（03)6895-0816 e-mail： kouhou@jfr.co.jp 

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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今年のチョコ選びはオンラインで！バリエーションは約２割増！ 

バイヤー厳選！バレンタインチョコＢｅｓｔ１０ 
大丸松坂屋オンラインショッピング：２月５日（金）１０時まで（一部、商品により異なります） 

※バレンタイン特設会場「ショコラプロムナード」 大丸東京店 １１階：１月２８日（木）～２月１４日（日） 

２０２１年１月１４日 

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 
 
 

大丸東京店では、クリスマスケーキ（前年+３０％増）やおせち（前年+４０％増）など、外出、外食を控えるなかで

食のイベントが例年以上に盛り上がりをみせています。バレンタイン商戦ではオンラインショッピングを強化し、

商品の種類を前年の約２割増で展開。１１月に実施した、大丸東京店のメール会員（回答数１,２０９名）へのアン

ケート調査では、「自分用チョコを購入する」と答えた方が前年より１５％増え、全体の８０％以上を占めるという

結果に。そこで、オンラインショッピングで購入できる、自分へのご褒美にぴったりな“バイヤー厳選！バレンタ

インチョコＢｅｓｔ１０”をご紹介いたします！   
大丸松坂屋オンラインショッピングはコチラ⇒https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/valentine/ 

 

和牛のモモをたっぷり３００ｇ載せた、

ボリューム満点の肉丼！〈日本橋 日

山〉和牛ステーキ丼 ３,９８０円※ご

注文を受けてから調理します。３０分程

度かかります。 

 

南国に棲む野鳥のクチバシをモチー

フにしたシェルの中に、フルーツフレ

ーバーキャラメルを入れたショコラ。

フルーツは皮付きで加工するため、

本物の果実のようにジューシー。 

〈マレーン・クーチャンス〉ＴＯＵＣＡＮ

（１２個入り）５,４００円 

 

上位３つはコレ！“リモート映え”必至な「カラフルチョコレート」 

１位 ２位 ３位 

“フランス菓子の父”、ガストン・ルノー

トル氏が創設したメゾン。ロゴを５面に

刻印したキューブ型のショコラは、華

やかな色合いのプラリネとガナッシュ

を５種詰め合わせました。 

〈ルノートル〉キューブ・ルノートル（５

個入り）２,５９２円 

繊細さと革新性に磨きをかけた、スペ

イン・バルセロナの高級パティスリー。

可愛らしいキューブ型のボンボンショコ

ラは日本初上陸！高品質のカカオと

〈ブボ バルセロナ〉ならではの素材の

組合わせを楽しんで。〈ブボ バルセロ

ナ〉キューブボンボンＬＯＶＥ８（８個入

り）２,９１６円 

４位・５位は、注目の女性シェフたち！ 

 

 

㊧フランス国家最優秀職 

人章（Ｍ.Ｏ.Ｆ.）を２部門受

賞したイヴ・チュリエス氏と、「アジアのベスト

レストラン５０」にて「ベスト・パティシエ賞」に

選ばれた〈été（エテ）〉の庄司夏子氏がコラ

ボレーション！ダークチョコにオレンジピー

ルが爽やかに香るショコラをはじめ、香り高

い南フランス産ヘーゼルナッツなど原料に

こだわったフレンチショコラをこの機会に。

〈イヴ・チュリエス〉été×イヴ・チュリエス（８

個入り）２,３７６円 

４位 

５位 

㊨シンガポールに２４歳で自店をオープン 

させ、評価を得てきたジャニス・ウォン氏のブランド。“食べられるアート”を１つのテ

ーマに活躍する彼女の華やかで斬新なアシェットデセールが注目を集めています。

東南アジアを彷彿させる、カラフルなショコラ。目でも味わいでも魅了するアソートが

到着。〈ジャニス・ウォン〉チョコレートボックス オブ９（９粒入り）３,９４９円 

１－２ 
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取材に関するお問い合わせ先／首都圏 PR広報 dmaa243@jfr.co.jp 

    大丸東京店  ＰＲ広報 TEL ０３－３２１７－４７０５ FAX ０３－６８９５－３１１０ 

 藤井 庸子 ０８０－３８１５－１６６７  宮川 香織 ０８０－３８１５－５２９２  

 

 

 

６位・７位は大丸東京店に“初登場”のブランドから！ 

 

２－２ 

 

～番外編～お店に来たら絶対チェックしてほしいＢｅｓｔ３！ 

㊧２０１６年、ピエール・マルコリーニのシェフ・

パティシエも務めた黒木琢磨氏が東京・五反

田に開いたショコラトリー・パティスリー。ガナッ

シュの風味豊かなボンボンショコラを９種詰め

合わせ。フルーツやスパイスなど、それぞれ

のフレーバーにあわせてカカオをセレクトして

います。〈ＬＥＳ ＣＡＣＡＯＳ〉セレクション（９個

入り）３,０００円 ㊨“Ｃｈｏｃｏｌａｔ is Art”斬新な発想や遊び心で、新しいショコラを 

                    創造する〈LiB CACAO〉。上質なホワイトチョコレートを贅沢に使用し、卵とヨーグル 

ト、バターで作ったテリーヌは濃厚で上品な味わいが魅力。ジャムやスパイスなどをト

ッピングしてあなた色に。〈LiB CACAO〉ＴＥＲＲＩＮＥ ＤＥ ＣＨＯＣＯＬＡＴ ＢＬＡＮＣ １個 ３,５２０円 

８～１０位は、やっぱりはずせない！世界の人気＆定番のお店！ 

世界的コンクールで受賞のシェフが手

掛ける職人技の口どけを堪能！中米ド

ミニカ共和国にある自社農園で栽培さ

れたオリジナルカカオを使用していま

す。〈ＶＥＳＴＲＩ〉選べる！アンティーカ・

ジャンドゥイア １ （１個・スプーン１本付

き）１,８９０円 

スペイン王室御用達のショコラティエ。

爽やかなバレンシアオレンジを、ダーク

チョコレートでコーティングしました。オレ

ンジ柄の新パッケージも印象的。〈カカ

オ サンパカ〉ショコラタ ナランハ（５枚

入り）２,１６０円 

２０１５年、チョコレート王国ベルギ

ーの王室御用達の栄誉を授かった

同国を代表するブランド。カカオの

仕入れルートの開拓から精錬まで

全工程を手掛け、独自のチョコレー

ト作りを行っています。〈ピエール マ

ルコリーニ〉バレンタイン セレクショ

ン ９個入り ３,６７２円 

 

２０２１年は「ブルガリ イル・チョコラート」の

イタリア各地に存在する、ユニークな地域

性と食材から生まれた「ガストロノミカル・トラ

ベル チョコレート・ジェムズ」。〈ＢＶＬＧＡＲＩ 

ＩＬ ＣＩＯＣＣＯＬＡＴＯ〉チョコレート・ジェムズ

「サン・ヴァレンティーノ２０２１」（４個入り）

４,８００円 ※オンライン購入可 

ショップを構えず、バレンタインとホワイト

デー期間のみ限定で販売され、常に行

列＆完売で話題のロサンゼルス発プライ

ベートパティスリー。ハリウッドセレブに愛

され続ける幻のチョコレートを今年こそ。

〈ＹＶＡＮ ＶＡＬＥＮＴＩＮ〉イヴァン トリュフ

（４個入り）２,５７１円 ※店頭販売のみ 

“ショコラを至福の芸術に”のコン

セプトのもと、２００４年にパリで誕

生。パリ本店でも人気のフルーツ

タブレット。旬の苺の甘酸っぱさと

すっきりとしたノワールショコラは相

性抜群！〈ＪＥＡＮ-ＣＨＡＲＬＥＳ 

ＲＯＣＨＯＵＸ Ｃｈｏｃｏｌａｔｉｅｒ〉フル

ーツタブレット（イチゴ）１枚３,５６４

円 ※各日１３時～、店頭販売のみ 

６位 

８位 ９位 

１０位 

１位 ２位 

３位 

７位 
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日山特選の割下で味付けした

牛肉を巻いた恵方巻です。〈日

本橋 日山〉すき焼き恵方巻

１，５００円【２/２限定】 

青森県大間産天然本まぐろ他

鯛、穴子、えびなどが入った海

鮮恵方巻。〈つきじ鈴富〉大間本

鮪鈴富恵方巻１，８３６円 ユッケ風のローストビーフを酢飯

で巻き上げました。〈ポール・ボキ

ューズ デリ〉ごま油香るロースト

ビーフ恵方巻１，２９６円 

鶏照り焼き、牛焼肉、豚チャーシ

ューと肉づくしの恵方巻です。〈日

本橋 日山〉肉三種恵方巻食べ比べ

１，５００円【２/２限定】 

分厚いのに驚くほど柔らかい牛たん

を恵方巻にしました。〈牛たんかねざ

き〉厚切り牛たんの豪華恵方巻 

１，８００円 

本まぐろの中トロ、赤身をふんだんに乗

せ、中にも中トロ、赤身の切り身がはい

った豪華な恵方巻。〈中島水産〉まぐろ

尽くし巻き２，９８０円【２/２限定】 

たらば、ずわい、毛がに３種の

食べ比べ恵方巻。〈中島水産 

５，４００円 

市松模様ののりで鬼退治！鬼退

治巻き〈中島水産〉３，０００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２１年１月７日 

Ｊ.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 
 
 

外出や外食を控えた昨年はクリスマスケーキ売上が対前年３０％+、おせちは４０％+とお家中食への関心は今

後ますます強くなる傾向です。新年最初の食のイベント、今年は 124 年ぶりに 2 月 2 日（火）が節分の「恵

方巻」、また 2 月 3 日が「初午いなり」となります。２日連続でお楽しみいただけるよう、約１００種の恵方

巻＆「初午いなり」をご用意しました。その一部をご紹介します。２つがセットになった初企画も登場。   

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp  WEB でのご注文は２５種類ございます。 

１５種類の具材を全型の海苔２

枚で巻き上げた昨年４００本販

売した恵方巻。〈平島〉具だくさ

ん大名巻１，８５０円 

 

１２４年ぶり２月２日が節分、２月３日は初午！ 

２０２１恵方巻コレクション 
１月２０日（水）～２月３日（水）/ 大丸東京店 地階食品ほっぺタウン 

ご予約期間：1月２０日（水） 午前１０時～３０日（木）午前１０時 

お渡し日時：２月２日（火）・２月３日（水） 午前１０時～/各ショップにてお渡し 

★販売期間にかかわらず取材用の商品をご用意します。(一部商品を除く)お気軽にお問い合わせください。 

王道！人気

ナンバー１ 

 

まぐろ尽くし 

 
すき焼き！ 

 

ローストビーフ 

 

海鮮もりもり 

 

肉尽くし 

 

かに三種 

 

厚切り牛たん 

 

WEB 

WEB 

WEB 

WEB 

WEB 

WEB 

WEB 
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ステーキのいなりとステーキの

恵方巻ハーフをセットに。〈味の

梅ばち〉米沢牛初午いなり＆ス

テーキ巻２，３７６円 

カゴまで食べれ

る鬼のパンセッ

ト。〈ポール・ボ

キューズ  ベー

カリー〉鬼に金

棒 432 円 

片手で召し上がれる洋

食やの恵方巻。〈三代目 

洋食や たいめいけん〉

ワンハンドオムライス

恵方ロービー864 円 

精肉店自慢の牛肉を秘伝のタレ

で味つけ。〈日本橋 日山〉牛肉い

なり５４０円【２/３限定】 
おあげのあまじょっぱさと米

沢牛のステーキの相性は抜

群！〈味の梅ばち〉初午いな

り(米沢牛ステーキ乗せ)２，１

６０円【２/３限定】 

あふれんばかりに、いくら、鮪たた

きをギュッと詰め込みました。〈タ

キモト〉初午海宝いなりとネギトロ

大漁高菜巻１，１００円【２/３限

定・２０折】 

ずわいガニ、カニ脚肉入り恵方巻ハーフ

と柚子稲荷のセットです。〈知床鮨〉カ

ニ巻きとゆず稲荷セット１，０８０円 

ポテトサラダ、生ハム、玉子焼、

野菜をガレット生地で巻いたフレ

ンチ風恵方巻です。〈西洋銀座〉西

洋ロール 1,620 円 

いなりの上に一番人気の和み(塩)

が乗った新作です。初午から揚げ

いなり（２個）５４０円 

かに入り太巻きハーフといなり寿司を

セットにしました。〈札幌かに家〉かに

助六江戸桜８６４円 

人気のいなり寿司と出汁巻きたま

ごのお弁当。稲荷に牛肉と鶏の西

京焼きを加えました。ご運節分巻

寿司１，１８８円 

恵方巻がキャンデ

ィーになりまし

た。〈パパブブレ〉

1,200 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

大丸東京店  ＰＲ広報 TEL ０３－３２１７－４７０５ FAX ０３－３２１７－４７０６ 

宮川 香織 ０８０－３８１５－５２９２  藤井 庸子０８０－３８１５-１６６７ dmaa243@jfr.co.jp 

変変わわりりダダネネ恵恵方方巻巻    恵恵方方巻巻のの枠枠をを飛飛びび越越ええたた個個性性派派もも登登場場！！  

 

価格はすべて税込みです。 

欲張りセット 

かにのセット 

 

唐揚げ稲荷 

 

牛肉いなり 

 
ステーキ稲荷 

 

欲張りセット 

欲張りセット 

２２月月３３日日はは初初午午！！恵恵方方巻巻ととののセセッットトもも多多数数！！  

 

出汁巻と稲荷

荷 

 

WEB 

WEB 

WEB 

WEB 
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●新商品アマビエ、黄金色の厚焼き玉子巻など縁起巻！ 

肉好きにはたまらない贅沢なひと品。

〈味の梅ばち〉牛っと贅沢 米沢牛サ

ーロイン恵方巻（１本）７，５６０円 

※２月２日のみ・１０本限定 

。〈〉円（） 

新商品。どこを食べてもアマビエ。マ

グロやサーモン、高菜など具材も豊

富。〈タキモト〉アマビエ恵方巻・金箔

のせ（ハーフ）２，０２１円 ※２月２日

のみ・２０本限定 

人気のローストビーフはご飯との相性も

抜群。〈ポール・ボキューズ〉ごま油香る

ローストビーフ恵方巻（１本）１，２９６円

※２月２日のみ・３０本限定 予約可 

七福神に因み、７種類の具材を巻きま

した。〈神田明神下みやび〉明神太巻

寿司（１本）９７２円 ※２月２日のみ・ 

３０本限定 予約可 

●丑年にはぎゅうぎゅう牛肉巻！ 

２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の節分は１２４年ぶりに「２月２日」です。コロナ禍で自宅での食事が多い現在ですが、「デパ地下の恵方巻」で

ゲン担ぎ・無病息災祈願はいかがですか。松坂屋上野店ほっぺタウンでは新商品を始め、豪華で贅沢な巻物、食

べきりハーフサイズなど約１００種類の恵方巻をご用意。事前の予約がおすすめです。 

※販売期間前に取材用の商品（一部除外あり）をご用意いたします。 

 

あ 

 

２０２１年の節分は２月２日 今年の恵方は南南東  

新登場！アマビエ巻や黄金色の縁起巻  

松坂屋上野店 恵方巻２０２１ 
２月１日（月）・２日（火） ※予約期間：１月２０日（水）～１月３１日（日） 

 松坂屋上野店 地下１階 ほっぺタウン 

穴子、海老、カニ、昆布と縁起の

良いとされる食材をふんだんに使

用。〈古市庵〉節分百福巻（１本）

１，６２０円 ※２月２日のみ・１００

本限定 予約可 

新商品。深川めしに縁起が良いと言われる蓮根、

ごぼうを入れ、太郎人気№1の甘い玉子焼きで 

巻きました。〈太郎〉太郎の厚焼き玉子巻（１本） 

１，２９６円 ※２月２日のみ・５０本限定 予約可 

２０２１年１月１５日 

Ｊ.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋上野店 
 
 

取材に関するお問い合わせ先 ／ 大丸松坂屋百貨店 松坂屋上野店 首都圏ＰＲ広報 

ＴＥＬ ０３－５８４６－１２４１  ＦＡＸ ０３－３８３１－１６７０  ＭＡＩＬ ｄｍａａ２４３＠ｊｆｒ．ｃｏ．ｊｐ 

 石井 英子 ０８０－４７５２－７７９７   藤井 庸子 ０８０－３８１５－１６６７ 
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鰻やちりめん山椒など国産食材にこ

だわりました。〈美濃吉〉ご運節分巻

き寿司（ハーフ）９９３円 ※２月２日

のみ・４０本限定 予約可 

江戸前寿司の具材を巻き、玉ゐ

独自のタレで香ばしく焼き上げた

あなごをたっぷり乗せました。

〈日本橋 玉ゐ〉あなごたっぷり

太巻き（１本）１，８００円 

。〈鳴門〉円（） 

〈赤坂飯店〉春巻と炒飯

の二重巻（１本）８８０円

※各日３０本限定 

パンで人気 

の具材を巻 

き、海苔で仕 

上げた洋風 

恵方巻。 

〈アルサスロ

ーレン〉海老カツ恵方巻サンド／恵方巻

サンド（１本）各３９０円 ※各日各１２本限

定 予約可 

〈崎陽軒〉シウマイ恵方まん（１個）

３５０円 ※２月２日のみ・１５個限

定 １月３０日まで予約可 

いくら、マグロ、ホタテ、ネギトロなど９種

類の具材が入った自慢のひと品。〈京樽

/すし三崎港〉特上海鮮幸運巻（ハー

フ）８２０円 ※３００本限定 予約可 

●食べきるのにちょうどよいハーフサイズ！ 

●迷ったらコレ！人気ブランドの定番恵方巻！ 

●変わり種も豊富に。今しか食べられない組み合わせ！ 

新商品。思わずかぶりつきそうになる限定

デザイン海苔缶！〈山本海苔店〉有明海

産焼海苔 アマビエ太巻デザイン缶 ２０

袋詰（８切５枚）１，０８０円 ※限定数９０ 

開運恵方巻、ヒレカツ、海鮮、牛カルビ巻を

楽しめるハーフサイズセット。〈イーション〉 

ｅａｓｈｉｏｎ恵方巻 ４種盛（１セット）１，９００円

※２月２日のみ・４０セット限定 予約可 

〈銀座鳴門〉うなぎ恵方巻

（ハーフ）１，２９６円 ※２月

２日のみ 予約可 

〈ＲＦ１〉野菜と愉しむ 海老と 

アボカドの福恵方巻（１本） 

１， ２９６円 ※２月２日のみ・ 

１２本限定 １月３０日まで予約可 

２－２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取材に関するお問い合わせ先 ／ 大丸松坂屋百貨店 松坂屋上野店 首都圏ＰＲ広報 

ＴＥＬ ０３－５８４６－１２４１  ＦＡＸ ０３－３８３１－１６７０  ＭＡＩＬ ｄｍａａ２４３＠ｊｆｒ．ｃｏ．ｊｐ 

 石井 英子 ０８０－４７５２－７７９７   藤井 庸子 ０８０－３８１５－１６６７ 

本まぐろ、真鯛、サーモン、かに、いく

らなど１１種類の具材を巻いた自慢の

ひと品。〈北辰鮨〉大漁極太巻（１本）

２，３８０円 ※予約可 

海老、蟹風味蒲鉾、かんぴょう、椎茸な

どを巻いた王道恵方巻。〈なだ万〉こう

ふく恵方巻（１本）１，４０４円 ※１月２７

日から予約可 

古市庵１番人気の巻物は１２種類の具材

を巻き、食べ応え抜群。〈古市庵〉節分

うず潮巻（１本）１，３９３円 ※２月２日

のみ・２５０本限定 予約可 

●番外編 
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１万円、あなたはどこで何を買いますか？ 

買物の達人 発表 
 １月１３日（水）～１月２６日（火）   大丸東京店 １階ランキング BOX 

２０２０年１月１３日 

J.フロントリテイリンググループ 

株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 
 
 

首都圏 PR 広報 dmaa243@jfr.co.jp 

 大丸東京店 ０３－３２１７－４７０５  宮川 ０８０－３８１５－５２９２ 藤井 ０８０－３８１５－１６６７  

 

 

コロナ禍で「お買物」に対する考え方に変化があるのでは？お客様は１万円でどこで何を購入されるのか？大丸東京

店では１１月に１００名の「お買い物アンバサダー」を募集し、１２月某日、１００名様に自由に売場を廻っていただき、１

万円のお買い物を楽しんでいただきました。ルールは、１つの売場で１つのみ、３箇所以上の売場で定価品を購入す

ること、テーマを設けること、そして１万円（税抜き）以内でお買い物をすること。挑戦していただいた方の中から「さす

が！」「この商品はどこに？」とうならせる「買物の達人」６名を選出しました。そのお買物の中身を発表します。 
★は現在販売していません。 

 

■テーマ：備えておく大切さ、いつでもどこで

も持ち歩け！ 

■購入商品：非常用寝袋６，１００円/１１階

石井スポーツ、１０年保存トイレットペーパー

３８５円/１０階東急ハンズ、★〈レイジースー

ザン〉マスク ムーミン７４８円/９階、〈インプ

レッション〉ジュエリーケース１，９８０円/３

階、★〈とらや〉干支小形羊羹夜の梅２９１円

/１階、★〈らぽっぽ〉甘熟干し芋スライス６４

８円/地階、★菊水五郎八４４４円/地階和

洋酒、十四種雑穀ふりかけ３７８円/地階明

治屋 

■テーマ：美 

■購入商品：マスカラ７４８円/９階東急ハン

ズ、〈ジョンマスターオーガニック〉コンディショ

ニングミスト３，７４０円/〈アディクション〉THE 

MAKE LIP LIQUID１３ ３，５２０円/〈M・A・

C〉リップベーステスター２，９７０円/２階 

■テーマ：手指のナイトケア・ハンドケア 

■購入商品：〈ハウスオブローゼ〉ハンド用

保湿パック３枚組入り２，２００円/９階、デ

ュカートケアーズシルク手袋１，１００円/９

階東急ハンズ、〈ジェラートピケ〉ハンドソー

プ１，０３４円/４階、〈ジョンマスターオーガ

ニック〉全身保湿用バーム４，８４０円/２

階、〈セゾンファクトリー〉甘酒あまおう１，６

２０円/地階 

■テーマ：おうち飲みを楽しく 

■購入商品：〈ル・クルーゼ〉アイスクー

ラー２，５３０円/１０階東急ハンズ、★

〈ドゥ・セー〉ブランケット５，５００円/９

階、〈ピエール・エルメ・パリ〉サブレパル

メザン９７２円/１階、〈ポール・ボキュー

ズ デリ〉ローストビーフパヴェ仕立て１，９

６９円（１００ｇ当たり８９１円）/地階 

■テーマ：季節のお祝いの品 

■購入商品：★〈ドゥ・セー〉ハリネズミ

フキン６０５円、〈ボーネルンド〉バイオ

ウプラスチック玩具３，０８０円/9 階、

パスケース３，６６７円/８階東急ハン

ズ、〈プレジュール〉花３，５００円/２階 

■テーマ：いつも頑張っている子供と働くマ

マへのご褒美～お正月休みに向けて～ 

■購入商品：★すごろくやナンジャモンジ

ャ・シロ１，４３０円/１０階東急ハンズ、★〈ド

ゥ・セー〉平皿３，０８０円/〈生活の木〉ハー

ブコーディアルマヌカハニー２，４８４円/〈ボ

ーネルンド〉アイスクリーム・クラフト３，０８０

円/９階、丹後バイツェ５５０円/地階和洋

酒、ベルキューブ薫るフレーバーセレクト３５

４円/地階明治屋    

ハンドケア用の手袋やケア商品など

良いものがたくさんあるなと改めて

驚いております。 

４品 10,978円 

6品 10,978円 

５品 10,794円 

憧れのデパコス！何を買おうかとドキドキ！

たくさん買えてとても楽しかったです！ 

8品 10,974円 

４品 10,852円 

東日本大震災では阪神淡路大震災で備

えたものが役立ったので、持ち出し袋に

入れておくものをチョイスしました。す

ごい企画でした！ 

楽しい企画ありがとうございまし

た。またいつでもやりたいです！ 

４品 10,971円 

おうち飲み充実

グッズや食べ物

を選んでみまし

た。早くおうち

に帰って飲みた

いです！ 

限られた予算

でのお買物は

難しかったけ

どとても面白

い企画だと思

いました。 

価格はすべて税込みです。 
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報道関係資料 

2021 年１月 18 日 

株式会社小田急百貨店 

■テレワークのお供に！手軽に食べられる小粒チョコレート 

に 

“イエナカ”スイーツにおすすめのチョコレートも登場！ 

「ショコラ×ショコラ」1 月 23 日（土）から開催 
～ 有名店のチョコレートをお取り寄せ！ECサイトでは100ブランド以上を展開中 ～     

 

 小田急百貨店新宿店本館 11階催物場では 1月 23日（土）～2月 14日（日）の期間、「シ
ョコラ×ショコラ」を開催し、国内外から選りすぐりのチョコレートが一同に集結します。
今年はおうちで過ごす時間で楽しめる“イエナカ”スイーツとして小粒のチョコレートや
チョコレートスイーツを紹介するほか、見た目にも華やかなチョコレートやピスタチオチ
ョコレートなど注目の一品が登場します。 
また、ECサイトではイベントに先駆けて 12月に特集コンテンツを開設。ご自宅にいなが

ら 100ブランド以上のなかからお好みのチョコレートをお取り寄せしていただけます。 
 

●タイトル：「ショコラ×ショコラ」 
●期 間：１月 23 日（土）～2 月 14日（日） 
●時 間：10時～19時 30分 ※２月５日（金）は 11 時開店 
●場 所：小田急百貨店新宿店本館 11階催物場 
●ブランド数：88ブランド ※期間中、一部ブランドの入れ替えあり 
●EC サイト：「小田急百貨店オンラインショッピング」※展開中～２月 9 日（火）９時まで 
      https://shop.odakyu-dept.co.jp  
  

 
 
おうち時間で楽しめる“イエナカ”スイーツとして今年は小粒のチョコレートに注目で

す。お好みの量を手軽に食べられるのでご自宅でのテレワークのお供に最適です。ナッツ
やフルーツをコーティングしたものやカカオの産地にこだわったものなどバリエーション
も豊富です。 
①             ②              ③ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①『ヴェルディエ』香るブドウのチョコレート〈ヴィンテージ 2007〉（95ｇ）2,160円 
今年は特別に 2007年のヴィンテージ貴腐ワインを金色のレーズンにしみ込ませ、ビターチ
ョコレートで包みました。芳醇な香りとぶどうの酸味をご堪能ください。 
②『ヴィヴェル パティスリー』チョコレートアソート 4個入（チョコレートクランチ〈ミ
ルク・ホワイト〉各 60ｇ、チョコレートパール〈ヘーゼルナッツ 17 個・アップル 8 個〉） 
3,823円 
2020 年 3 月、表参道に上陸した UAE・ドバイ発のチョコレートブランド。カラフルなチョ
コレートクランチとチョコレートパールの贅沢な味わいです。 
③『ピーター バイヤー』ワールド オブ チョコレート（ブラジル 47％、アンバー33％、ベ
ネズエラ 72％・各 45ｇ）各 1,199円 
幸せの国デンマークで大人気の「チョコレートで人々を幸せにする」をモットーに、原材
料を厳選し、丁寧に手作りにこだわるショコラトリー。世界中から厳選したカカオ豆を集
め小さな粒に旨味を凝縮しました。 
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「和チョコ」 

■注目のチョコレート 

■家族で楽しめる！デザート感覚で味わうチョコレートスイーツ 

「映えチョコ」 「ピスタチオチョコ」 

 
 
ご自宅で過ごす時間が増えるこの冬は、ご家族で楽しめるチョコレートスイーツがおす

すめです。チョコレートとチーズを合わせた新感覚スイーツやカカオの産地の違いを食べ
比べできるフィナンシェなどデザート感覚で味わえる一品を紹介します。  
 
④             ⑤             ⑥ 
 
 
 
 
 
 
 
④『パティスリー＆カフェ デリーモ』フィナンシェブロンドキャラメル（5個入り）1,600円 
※店頭販売は 2月 3日（水）から 
世界中のショコラと洋菓子のマリアージュをお届けするデリーモ。スモーキーなショコラ
フィナンシェに塩キャラメルを入れ、天面をブロンドチョコレートでディップした贅沢な
焼き菓子です。 
⑤『チーズチーズチョコレートチーズ』フォンダンチーズ 3種アソート（6個入）1,944円 
生チョコ発祥の店シリスマリアのチョコレートソムリエと、チーズ専門店がタッグを組ん
だ新感覚スイーツです。スイートなホワイトチョコレート×ゴルゴンゾーラ、ほろ苦いビ
ターチョコレート×カマンベールクリームチーズ、ミルクチョコレート×ダークチェリー
とマスカルポーネクリームなど、どれも気になる組み合わせです。 
⑥『ブノワ・ニアン』フィナンシェ アソーティモン（6個入）2,268円 
産地や農園別に 3 種のチョコレートを使用し、名前が付けられた焼き菓子。ブラジルだけ
に生息する貴重なカカオ豆をはじめ、ベルギーのカカオ職人と称されるショコラティエ渾
身の味を食べ比べできます。 
 
 
 
 
 
 
⑦             ⑧             ⑨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆華やかで気分も明るく！「映えチョコ」 
見た目も華やかで写真映えするチョコレートは自分用にもギフトとしても人気の高い一品。

自粛傾向が続く今年はとくに、気分が明るくなるカラフルチョコレートがおすすめです。 
⑦『ジャニス・ウォン』フラワーボックス オブ ５（5個入）2,649円 
2 年連続して｢アジア最優秀パティシエ｣に輝き、“食べられるアート”で世界的に注目を集
めるシンガポールのショコラティエ。塩キャラメルほうじ茶やピスタチオのミルクチョコ
レートなど、5種の味を揃えたカラフルなお花のアソートです。 
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☆鮮やかなグリーンカラーも人気！「ピスタチオチョコ」 
チョコレートとの相性が抜群のピスタチオは、“ピスタチオグリーン”がファッションでも

注目されるなどその鮮やかな色合いも女性に人気です。イタリアの有名ブランドからはシチ
リア産の高級ピスタチオを贅沢に使用したピスタチオ尽くしの詰め合わせを紹介します。 
⑧『ヴェストリ』コッレツィオーネ・ディ・ピスタッキオ（21個入） 3,456円 
最高のカカオが生まれるドミニカ共和国の自社農園で品質と味のバランスが取れたオリジ
ナルのカカオを栽培し、2019 年には世界チョコレートアワードで金賞を受賞したイタリア
ブランド。人気のピスタチオチョコレートをふんだんに使い、5種類のチョコレートのさま
ざまな食感と配合の違いを楽しめるピスタチオ尽くしのセットです。 
 
☆日本のセンスが光る！「和チョコ」 
和素材との掛け合わせや繊細な技が光るデザインが特徴の日本のチョコレート。今年は

老舗和菓子舗の新ブランドが登場します。 
⑨『テント』TENTO(5個入) 1,998円 
「お天道様」にちなんで名付けられた『テント』は、日光の老舗和菓子舗「日昇堂」から
生まれた和のエッセンス漂う新ブランド。見る角度によってさまざまな輝きを放つ太陽か
らインスピレーションを受けたチョコレートです。ゆずやいちごなど 5 種類のフレーバー
を詰め合わせました。 
 
 

    

■EC サイト「小田急百貨店オンラインショッピング」では一足先に特集ページ開設中 
EC サイトではウェブ限定品を含め 100 ブランド以上のチョコレートを展開。クーポン

施策や店頭での受け取りサービスなど限定企画を実施しています。 
注文期間：～2月 9 日（火）9時まで 
Ｕ Ｒ Ｌ： https://shop.odakyu-dept.co.jp  
 

 

 

 
 
 
 
 
※詳しくは以下のリリースをご参照ください。 
＜「小田急百貨店オンラインショッピング」で、12 月 25 日（金）から、バレンタインチ
ョコレートの販売を開始します！＞ 
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000035774.html  
 
 
＜小田急百貨店新宿店＞ 

所 在 地：東京都新宿区西新宿１―１―３ 

アクセス：新宿駅西口すぐ 

T E L：03―3342―1111（大代表） 

U R L：http://www.odakyu-dept.co.jp/ 

 

 

このニュースリリースに関するお問合せは、 

小田急百貨店総務部広報担当［ 野田・丹野・野村 ］まで、お願いいたします。 

TEL：03-5325-2327 FAX：03-5325-3670 Mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 
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報道関係資料 

2020 年 12 月 24 日 

株式会社小田急百貨店 

 

年内から CHECK＆BUY！ 

「小田急百貨店ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ」で、12 月 25 日（金）から、 

バレンタインチョコレートの販売を開始します！ 

一足先に気になるチョコレートもお試し！ 

 

小田急百貨店オンラインショッピング https://shop.odakyu-dept.co.jp 

 

小田急百貨店では、2020 年 12 月 25 日（金）から、2021 年のバレンタインイベント

「ショコラ×ショコラ」の EC 承りを一足早く開設します。EC サイトでは、WEB 限定品

を含めた総数約 500 点を展開します。 

またサイト内では、昨年実施し好評だった、先行お届けの「おためし×chocolat」コー

ナーやバレンタインデー近くに新宿店店頭で受け取れる商品のコンテンツを設けます。 

さらに「おためし×chocolat」で税込 3,000 円以上お買い上げの方には、オンラインシ

ョッピングで利用できる「おためしサンクスクーポン（300 円分）」をプレゼントします。 

 

以下に、WEB のみで購入できる限定のおすすめチョコレートを紹介します。 

 

 

【早めにチェックしたい！WEB 限定チョコレート】※価格はすべて税込 

※承りは、2021 年 2 月 9 日（火）9 時まで 

●『パティシエセレクション 2021』 ショコラアソート 4 個入／1,836 円 

日本の今を代表する 4人のショコラティエ＆パティシ

エが、ブランドの垣根を越えて競演。豪華な顔ぶれに

よる粒よりのボンボンショコラが楽しめます。 
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～4 人のショコラティエ＆パティシエとチョコレート～ 

『モンサンクレール』辻口博啓氏 「アブリコサレ」 

 杏とエクアドル産カカオのガナッシュに、能登珠洲産の塩を

アクセントとして聞かせたショコラ。 

 

『パティスリーエチエンヌ』藤本智美氏 「花々の蜂蜜」 

地元農家による天然の蜂蜜をたっぷりと贅沢に使用し、ひとつ

ひとつ心を込めて仕上げた逸品。 

 

 

『トシ・ヨロイヅカ』鎧塚俊彦氏 「エクアドル」 

エクアドルにある自社管理農園のカカオ８０％と６５％をブレン

ドして仕上げたビターな味わいのボンボンショコラです。 

 

 

『ガトー・ド・ボワ』林雅彦氏 「クール エレガンス」 

アールグレイの香り豊かなプラリネに、オレンジのコンフィを合わ

せた、繊細なハーモニーが楽しめます。 

 

 

●『ダリケー』 カカオが香る生チョコレート 2021 12 個

入／2,700 円 

チョコレートの味を左右する工程「発酵」にこだわるブランド

から、新登場のアジアのフルーツとともに発酵したトロピカル

カカオとシトラスカカオのフレーバーと、定番のダーク、ミル

クをセットにした 4 フレーバーの生チョコレート詰め合わせ

です。 

 

●『カフェ タナカ』ビジュー・ド・ショコラテ 1 箱（140ｇ）／3,078 円 

※100 箱限定。お一人さま 2 箱限り 

名古屋の老舗喫茶店のパティシエール 田中千尋氏の繊細な感性

が光るショコラアソート。創業 50 年以上変わらず愛される珈琲

豆を自社農園のあるサントメ島のショコラなどで包んだカフェ

ビーンズショコラ、北海道産の大豆やサワーチェリーなど口どけ

なめらかなチョコレートでコーティングしたショコラなど 8 種

を詰め合わせました。 
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●『モンサンクレール』テリーヌ ショコラ ピスターシュ 1 本／2,400 円 

クープ・デュ・モンドなどの洋菓子の世界大会日本代表として、

数々の優勝経験を持つパティシエ辻口博啓氏の総合パティスリ

ー。2 年に 1 度しか収穫できない希少なブロンテ産ピスタチオを

使用したなめらかな口どけと芳醇な香りのテリーヌショコラで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンラインショッピング限定企画 

★先行お届け！おためし×chocolat 

人気ブランド、新作ショコラを一足早くお届けする好評企画。約５0 点が対象で、本番前

に試してみたい方にオススメ！ 

注文期間：2020 年 12 月 25 日（金）～2021 年 1 月 18 日（月）午前 9 時 

配送期間：2021 年 1 月 24 日（日）以降順次お届け 

 

★おためしサンクスクーポン 

「おためし×chocolat」対象品を税込 3,000 円以上お買い上げの方に、「おためしサン

クスクーポン（300 円分）」をプレゼントします。クーポン配布は 1 月 20 日（水）にメ

ールにて配信。 

 

★新宿店店頭受け取りサービス 

対象商品が店頭で受け取れるサービスです。 

注文期間：202０年 12 月 25 日（金）～2021 年 2 月 9 日（火）午前 9 時 

受取期間：2 月 5 日（金）～14 日（日） 

受取場所：小田急百貨店新宿店本館 11 階催物場「オンライン受取カウンター」 
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【小田急百貨店オンラインショッピング「chocolat×chocolat」概要】 

展開期間：2020 年 12 月 25 日（金）～2021 年 2 月 9 日（火）午前 9 時 

展開ブランド数：１０５ブランド 

展開商品数：約 500 点 

WEB 限定商品数：２０点 

配送料：一般配送 全国一律３３０円（税込）、クール便 全国一律 550 円（税込） 

    お届け先 1 カ所につき 5,000 円（税込）以上の注文で全国送料無料 

    ※配送形態が異なる場合は、それぞれ 5,000 円以上の注文が対象 

URL：https://shop.odakyu-dept.co.jp/ 

その他：操作方法に関するお問い合わせ 

    ０１２０－１８５－５５０（フリーダイヤル）10 時～１８時 

 

◎店舗で展開する「ショコラ×ショコラ」について 

期間：2021 年 1 月 23 日（土）～2 月 14 日（日） 

場所：新宿店本館 11 階催物場 

※詳細につきましては、ニュースリリースにてお知らせいたします！ 

 

 

このニュースリリースに関するお問い合わせは、下記担当までお願いいたします。 

㈱小田急百貨店総務部広報担当 野田、丹野、野村 

TEL：03‐5325‐2327、FAX：03‐5325‐3670、mail：ml-kouhou@odakyu-dept.co.jp 
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報道関係各位 

                                    2021 年 1 月 11 日 

株式会社三越伊勢丹ホールディングス 

                                        

ふるさと納税の返礼品を⾷べて地域の⽣産者を応援しませんか？ 

三越伊勢丹ふるさと納税「⾷べて応援！⽣産者応援品」特集スタート！  

 

      
 

三越伊勢丹ふるさと納税では、新型コロナウイルスの影響で⾏き場のない商品を、 

１⼈でも多くの⽅にお届けするために、特別なふるさと納税の返礼品『⽣産者応援品』をご紹介します。 

 

全国の特産品をおいしく味わうことが、地域の活性化につながる企画です。 

＜⾷べて応援！⽣産者応援品ページ＞https://mifurusato.jp/feature/FTR20012.html 

※この企画は緊急事態宣⾔を受けての事業者⽀援として、昨年実施した企画の再掲載となります。 

※掲載する返礼品は随時追加していきます。（在庫がなくなった返礼品は随時終了となります。） 

 

【⽶沢⽜切落し800g  提供元：⾁の上杉(株式会社NTS)】 

                  

＜⼭形県⽶沢市＞ 寄附⾦額 20,000 円  https://mifurusato.jp/item/ITM06202200160.html 

⽶沢⽜は、⼭形県⽶沢市がある置賜地⽅3市5町で肥育された⿊⽑和⽜が、⼀定の基準を満たした場合に呼称

される銘柄⽜⾁で、三⼤和⽜の1つとされています。 

 

【お得⽤！⾟⼦明太⼦「切りバラ⼦」（中⾟）400ｇ 提供元：株式会社ビー・アズ（博多 あき津゛）】 
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＜福岡県古賀市＞ 寄附⾦額 16,000 円 https://mifurusato.jp/item/ITM40223100053.html 

「切り⼦」と「バラ⼦」の2層になっている明太⼦パック。思いっきり全てご飯で⾷べていただいてもいい

ですし、「切り⼦」はご飯で、「バラ⼦」はパスタや料理にと分けても使える何かと便利な「切りバラ

⼦」。枕崎の鰹節と利尻の昆布でダシをとり、純⽶酒、酒みりん、有機丸⼤⾖醤油でつくる独⾃の漬けダレ

に漬け込み、最後に⾵味良い稀少な国産唐⾟⼦を振りかけ仕上げる明太⼦。粒々感もあり、素材そのものの

味わいを楽しめます。 

 

■⼭形県産はえぬき5ｋｇ 提供元：江花農法研究会 

                    

＜⼭形県鶴岡市＞ 寄附⾦額 10,000 円 https://mifurusato.jp/item/ITM06203100073.html 

霊峰⽉⼭を望む⼭形県は⽶どころ庄内地⽅の鶴岡市で、わが⼦を育てるように⽶作りを⾏う佐藤伸和さん。 

⼟づくりにこだわり江花微⽣物農法【⼟を健康にする⽷状菌と⼟壌中の病源と作物の病害を克服できる放射

菌（この２つの共⽣菌を江花菌という）を菜種油粕・カニガラ・⿂粕・⼤⾖粕など植物成⻑ホルモンに拡⼤

培養し、⽥畑に全層施⽤する独特の微⽣物農法。】を⾏い、うまい⽶づくりを追求しています。 

また、農薬・化学肥料は限りなく控え、⾷べて頂ける⽅にやさしい特別栽培⽶にも取り組んでいます。 

伊勢丹でも特に⼈気の⽣産者限定のつや姫。⾷味の良さに定評があります。 

 

■⿅児島産⿊豚しゃぶしゃぶ3種2.1kg 提供元：株式会社ナンチク 

                    
＜⿅児島県湧⽔町＞ 寄附⾦額 30,000 円 https://mifurusato.jp/item/ITM46452000037.html 

⿊豚⽣産量⽇本⼀の⿅児島！⿊豚ならではの程よい弾⼒性、上質な脂肪、⽢さ、噛み⼼地の良さをご堪能頂

けるしゃぶしゃぶ⾁をご⽤意しました。温暖な気候の中育てられた⿅児島県産⿊豚は、筋繊維がキメ細か

く、脂肪融点が⾼い為、ジューシーで旨みを引き出すアミノ酸の含有量が豊富なお⾁です。 

 

■みやざき地頭鶏 ⾷べ⽐べセット1.4kg 提供元：株式会社甲斐精⾁店 
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＜宮崎県日向市＞ 寄附⾦額 12,000 円 https://mifurusato.jp/item/ITM45206800084.html 

JA⽇向が⽣産する「みやざき地頭鶏」は、新鮮な空気と澄み切った清流の⽇向の⼭奥で天気の良い⽇には放

し場のなかをのびのびと⾛り回り、⼿間暇と愛情をかけて育てられ、⾁質の弾⼒とジュワーっとくるうまみ

と⻭ごたえが特徴です。「みやざき地頭鶏」を秘伝の⾃家製タレで漬け込みました。炭⽕焼にしてもよし！

お好みのお野菜と⼀緒に炒めてもよし！唐揚げにしてもよし！と様々なお料理にお使いいただけます。 

便利な⼩分けパック。急速冷凍で保存しているため鮮度はそのまま。また真空包装しているのでご家庭⽤冷

凍庫で省スペースで保管できます。 

 

■その他の特集ページ 

特集ページでは、おうちごはんや晩酌で楽しめる返礼品を多数ご紹介しております。 

【特集・キャンペーン⼀覧】 https://mifurusato.jp/feature_list.html 

 

 

           
 

■オフィシャルサイト https://mifurusato.jp 

■Twitter公式アカウント https://twitter.com/mifurusato 

■Facebook公式アカウント https://www.facebook.com/mifurusato 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 

株式会社三越伊勢丹 MD統括部マーケティンググループ 

MD計画部 広報・PR  TEL:03-3274-8725 
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寒い⽇には、ご⾃宅で。⽇本橋三越本店「スイーツコレクション」寒い⽇には、ご⾃宅で。⽇本橋三越本店「スイーツコレクション」
オンラインストアオープン！オンラインストアオープン！

2021年1⽉6⽇（⽔） 午前10時 〜 2⽉15⽇（⽉）午前10時2021年1⽉6⽇（⽔） 午前10時 〜 2⽉15⽇（⽉）午前10時

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50

 

2021年、⽇本橋三越本店「スイーツコレクション」のテーマは、「“シンクロ”する」。

物理的な距離が離れていようとも、贈る⼈と贈られる⼈や、作り⼿と味わう⼈を“シンクロ”させる、⽇本橋三越本店「

スイーツコレクション」が、オンラインストアで先⾏スタートいたします。

また、今年の「スイーツコレクション」は、「あんこ博覧会®」とも“シンクロ”。ご⾃宅でゆっくり、スイーツの世界

をご堪能いただけます。

 

⽇本橋三越本店限定！他では買えない限定ショコラ⽇本橋三越本店限定！他では買えない限定ショコラ

PRESS RELEASE

報道関係各位

2021年01⽉12⽇
株式会社 三越伊勢丹ホールディングス

47



⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定

〈JOHN KANAYA〉Crazy Cocktail Cafe 1,728円（3個⼊）〈JOHN KANAYA〉Crazy Cocktail Cafe 1,728円（3個⼊）

エイジングコーヒーで名⾼い〈コクテール堂〉のコーヒーを使⽤したガナッシュをベースに、「オレ グラッセ」「カフ

ェ トロピカーナ」「ブラック アラン」のカクテルをイメージしたボンボンショコラのセット。

 

⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定

〈プレスタ〉ウェイファー ブラッドオレンジ＆ネロリ 2,970円（200g）〈プレスタ〉ウェイファー ブラッドオレンジ＆ネロリ 2,970円（200g）

薄型のウェイファーチョコレートの新作が⽇本橋三越本店限定で登場！ブラッドオレンジとネロリのアロマをオリジナル

の配合でブレンドしており、エレガントな⾹りが広がります。

 

⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定
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〈和光〉コクリコ 2,700円（5個⼊）〈和光〉コクリコ 2,700円（5個⼊）

ポピーの⼀種であるヒナゲシの⾵味を⽣かした、ショコラ・フレの詰め合わせ。バニラ、フランボワーズ、エスプレッソ

の3種⼊り。ヒナゲシの花⾔葉は「感謝」なので、お礼として贈るのにもおすすめ。

 

⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定

〈オカヤス×⽇本味覚協会〉和華 しらべ 2,100円（12個⼊）〈オカヤス×⽇本味覚協会〉和華 しらべ 2,100円（12個⼊）

愛知県⻄尾産の抹茶を使った⽣チョコレート。最初に⾊が薄く苦みの弱い⽅、次に⾊が濃く苦みの強い⽅を⾷べて、2種

類の味⽐べをお楽しみください。

 

⾒た⽬も華やぐ、⼈気の上質ショコラたち⾒た⽬も華やぐ、⼈気の上質ショコラたち

三越伊勢丹限定三越伊勢丹限定

〈岡⽥美術館チョコレート〉Okada Museum Chocolate『WHITE』 2,801円（5個⼊）〈岡⽥美術館チョコレート〉Okada Museum Chocolate『WHITE』 2,801円（5個⼊）

ボンボンショコラすべてをホワイトチョコレートで包み込むことで、アール・ヌーヴォーのガラス作品の美しさを表現し

た、バレンタイン期間限定の新作。「リンゴ×塩キャラメル」など5種のフレーバーをお楽しみいただけます。
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〈ヴァンテンダー〉プラリネカボッスショコラ 2,052円（5個⼊）〈ヴァンテンダー〉プラリネカボッスショコラ 2,052円（5個⼊）

良質なカカオを求めて産地へ出向き、カカオ⾖の加⼯を⾃社のアトリエで⾏う強い信念とこだわりの姿勢から⽣まれるシ

ョコラを5種詰め合わせました。

 

〈カファレル〉バスケット 3,240円（16個⼊）〈カファレル〉バスケット 3,240円（16個⼊）

「⼼のつながり」をテーマに、感謝の気持ちを花とリボンで表現したバレンタイン限定⽸。⼈気のチョコレートをバラエ

ティ豊かに16個アソートしました。
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〈デジレー〉トリュフリミテッド 1,890円（10個⼊）〈デジレー〉トリュフリミテッド 1,890円（10個⼊）

1903年創業の〈デジレー〉。ブランドを代表する伝統的な「トリュフ」を贅沢に10個詰め合わせました。パッケージも

⼼華やぐ可愛さです。

 

チョコレートの⽣産者と作り⼿の想いが“シンクロ”するスペシャルなスイーツ！チョコレートの⽣産者と作り⼿の想いが“シンクロ”するスペシャルなスイーツ！

世界15か国のカカオ⽣産国を旅してきたカカオハンター®の⼩⽅真⼸⽒によるショップが期間限定で登場！

⼈気のパティスリーとブーランジェリーが、〈カカオハンターズ〉の特別なチョコレートを使って創作した限定スイーツ

セットも必⾒です。

 

⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定

〈カカオハンターズ〉⼀期⼀会の⾹り橋 66% 951円（1枚・28g）〈カカオハンターズ〉⼀期⼀会の⾹り橋 66% 951円（1枚・28g）

お江⼾・⽇本橋をイメージし、特別に作りあげたカカオ66％のチョコレート。花のようにふわりと、華麗にひろがるや
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さしい⾹りが特徴です。

 

⽇本橋三越本店限定⽇本橋三越本店限定

 [オンラインストア購⼊・店頭受取り 各⽇30セット限り]  [オンラインストア購⼊・店頭受取り 各⽇30セット限り] 

〈CACAO HUNTERS×Chefs〉シンクロナイズドスイーツセット A〜D 各3,240円（各4個⼊）〈CACAO HUNTERS×Chefs〉シンクロナイズドスイーツセット A〜D 各3,240円（各4個⼊）

 A〈リョウラ〉 B〈パティスリーカメリア銀座〉 C〈アヴランシュゲネー〉 A〈リョウラ〉 B〈パティスリーカメリア銀座〉 C〈アヴランシュゲネー〉

 D〈ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニー〉 D〈ブリコラージュ ブレッド アンド カンパニー〉

※こちらの商品は1⽉20⽇（⽔）午前10時から、オンラインストアでの販売となります。

※「シンクロナイズドスイーツセット」内のケーキ・パンは単品での販売はございません。

※店頭受取り場所は、⽇本橋三越本店 本館7階 「スイーツコレクション」会場内となります。

※ブランドによって受取り⽇程が異なります。詳細は「三越のバレンタイン」スペシャルサイトにてご確認ください。ht

tps://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50

 

チョコレートの世界が広がる！オンラインセミナーチョコレートの世界が広がる！オンラインセミナー

オンラインミーティングアプリの「Zoom」を使⽤して、カカオハンター®の⼩⽅⽒のオンラインセミナーを開催。カカ

オについてや、「シンクロナイズドスイーツセット」のエピソードを聞きながら、チョコレートをテイスティング！ぜひ

ご参加のうえ、カカオとチョコレートの世界をお楽しみください。

2⽉6⽇（⼟） 午後2時〜・午後4時〜 各回 約60分2⽉6⽇（⼟） 午後2時〜・午後4時〜 各回 約60分

参加費：6,600円（チョコレート4枚付・送料別）各回10名さま限り（抽選）参加費：6,600円（チョコレート4枚付・送料別）各回10名さま限り（抽選）

応募期間：1⽉11⽇（⽉・祝）午前10時 〜 1⽉18⽇（⽉）正午応募期間：1⽉11⽇（⽉・祝）午前10時 〜 1⽉18⽇（⽉）正午

 

今年はさらに、「あんこ博覧会®」の商品もオンラインで購⼊可能！今年はさらに、「あんこ博覧会®」の商品もオンラインで購⼊可能！
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〈にほんばしえいたろう〉やきどら 2,808円（12個⼊）〈にほんばしえいたろう〉やきどら 2,808円（12個⼊）

⽣地には北海道産の⼩⻨を使⽤し、適度な弾⼒と滑らかな⼝あたりを実現しました。餡にも北海道産の⼩⾖を使⽤し、⾖

本来のおいしさを⽣かしたつぶしあんに仕⽴てました。

※「あんこ博覧会®」の商品は2⽉2⽇（⽕）午前10時からの販売となります。

「三越のバレンタイン」スペシャルサイト「三越のバレンタイン」スペシャルサイト

https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50https://www.mistore.jp/shopping/event/nihombashi_e/valentine_50

※価格は全て税込です。

 

当プレスリリースURL

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001575.000008372.html

株式会社 三越伊勢丹ホールディングスのプレスリリース⼀覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/8372

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社三越伊勢丹 MD統括部マーケティンググループ

MD計画部 広報・PR

TEL:03-3274-8725

【お客さまからのお問合わせ先】

⽇本橋三越本店 

TEL:03-3241-3311 ⼤代表
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2020 年 1 月 18 日 

株式会社京王百貨店 

 

 

 

 

※一部ブランドは 2 月 3 日（水）スタート 

2 月 4 日（木）～２月 14 日（日）◆新宿店 食品のフロア※、7 階大催場「Keio チョコレートマーケット」 

1 月 6 日（水）～２月８日（月）午前 10 時 ◆京王ネットショッピング 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社京王百貨店（本社：東京都新宿区、社長：駒田一郎）新宿店では、バレンタイン商戦を 2 月 4 日

（木）にスタートします。バレンタインは、「異性に贈る日」から「チョコレートを楽しむ日」に変化し、こ

こ数年売り上げを伸ばしています。そのため今年は当社史上最大規模で展開し、食品フロアおよび 7 階大催

場にて、期間中約 130ブランドを集積（内・7階で約 100ブランド）。人気の高いインポートブランドのほか、

和素材やキャラクターものまで老若男女に楽しんで頂けるよう、バラエティ豊富に取り揃えます。各会場で

はスペースを広くとることで極力密を避けるとともに、インターネット販売を昨年の３割増の 115 ブランド

で 1月 6日（水）より販売スタートしました。 

また、7階大催場では、18年よりバレンタイン期間中にフェアを開催してきましたが、今年は「Keioチョ

コレートマーケット」という新名称のもと、期間（前年＋2 日）・会場の広さ、ともに拡大して開催します。

バレンタインをフックにスイーツを楽しんでもらいたいと、チョコレートはもちろん、焼き菓子やケーキな

ど多彩にそろえ、「自分に」「家族に」「友達に」と、大切な人に贈れるスイーツが登場します。 

 

この件に関するお問合せは、京王百貨店 広報 TEL：03－5354－2855 

深山、竹田、篠原、島田 までお願いいたします。 

＜注目ポイント＞ ①今年のテーマは、「誰もがチョコレートを楽しむ日」 

②新宿店史上最大規模約 130 ブランドが集結（前年の約 1.5 倍） 

③インターネット販売も 3 割増の 115 ブランドが登場  

④7 階大催場「Keio チョコレートマーケット」は 10 日から拡大展開 

第一弾 2 月 4 日～9 日、第二弾 2 月 10 日～14 日 

当社史上最大・1３0以上のブランドが集結します 

2021 Keio バレンタイン 
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 京・初 …京王百貨店初登場    京・限 …京王百貨店限定商品   

 

 
 
 
１．インポートブランド 

バレンタイン期間しか上陸しないブランドや有名ショコラティエの限定商品など、京王百貨店初登場の

10ブランドを含む計 32ブランドが登場。パティシエのボンボンショコラや、オーガニックをテーマにした

タブレットなど、フランス、ベルギーのほかスウェーデンやベトナムなど多彩にそろいます。 

 

〈ボンボンショコラ〉 

●アルノー・ラエール パリ「モン・プチ・プレジール」（4個入、お酒使用）1,980円 ☆100点販売予定 

／7階 大催場 2月 4日～14日  

 パリ・モンマルトルの人気パティスリー・ショコラトリー。グラ

ンシェフのアルノー・ラエール氏は、2007年に M・O・F（フランス

の国家最優秀職人賞）受賞、2015年に C.C.C（フランスの由緒ある

チョコレート愛好会）にて「欠かすことのできないショコラティ

エ」に選出されるなど、パティシエおよびショコラティエとして高

い評価を受けています。良質な塩とミルクで知られるブルターニュ

地方出身のアルノー・ラエール氏が得意とするキャラメルに、オレ

ンジ、ストロベリー、マロン、セサミのフレーバーを合わせたボン

ボンショコラの詰め合わせは日本限定です。  

●ブボ・バルセロナ「キューブボンボン ラブ」（4種×各 2個、お酒使用）2,916円 ☆400点販売予定 

／7階 大催場 2月４日～14日 

2005年にスペイン・バルセロナに誕生した、独創的かつ繊細なデザ

ートの世界を追求するパティスリー。厳選された材料を使用し、素材

本来のナチュラルな美味しさを活かした奥深い味わいのチョコレー

トや、専任のデザイナーが生み出す精巧でデザインコンシャスなパッ

ケージで知られます。 

今バレンタインが日本初上陸となる「キューブボンボン ラブ」は、

4種の詰め合わせ。ローズやフルーツなどの香り豊かな味わいと、ナ

ッツやポップロックの食感がたのしめます。   

●パッション・ショコラ「プラリネ・ガナッシュアソート」（9個入）3,240円  京・初  ☆100点販売予定  

／7階 大催場 2月 4日～14日 

ベルギー・ブリュッセルのショコラ激戦区サブロンに店を構えるシ

ョコラティエが関東百貨店に初登場。ベルギー国内に３店舗のみの小

さなショコラティエですが、ベルギーチョコレートの代名詞・プラリネ

の名店として知られています。ベルギー以外の国では通信販売も含め

一切販売を行っておらず、日本ではバレンタインの時期のみの特別販

売となります。 

濃厚な味わいとすっきりとしたくちどけのチョコレートは、老若男

女を問わず愛される味わいです。  
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〈オーガニックチョコレート〉 

 

● ノックス オーガニックス「NOX プレミアムオーガニックチョコレート〈ラブミックスエディション〉」（12個入）2,160円  

 京・初 7階 大催場 2月 4日～14日 

スウェーデンの製薬会社が【食べないより、食べたほうが良いチョコレ

ート】を目指して開発したチョコレートブランド。 薬剤師でもある、メ

ソファーマ社の研究開発責任者Madelen
マ デ レ ー ン

 Domajnko
ド マ イ ン コ

博士考案のレシピで作

るチョコレートは、トランス脂肪酸・白砂糖・乳製品・合成甘味料・香

料不使用、かつ、オーガニック栽培されたカカオに栄養素を豊富に含む

スーパーフルーツを贅沢に配合し、「有機 JAS」認定を受けています。 

ラブミックスエディションには、カカオ 70％のチョコレートに、バオバ

ブ、アサイーなどをそれぞれ加えたタブレットが入っています。 

 

●STYX（スタイクス）「ダークチョコレート」〈ローズブロッサム〉（1個 50g）685円、〈トロッケンべーレ、ヴェルトリナー〉

（1個 70g、お酒使用）各 994円  京・初  7階 大催場 2月 4日～14日 

 オーストリア北東部の自然派化粧品メーカーが 1920年に創業したチ

ョコレートブランド。地産地消をモットーに、フルーツやリキュールな

ど地元の食材を極力使ったチョコレート作りをしています。ダークチョ

コレートにバラの花とローズオイルを使用した「ローズブロッサム」の

ほか、オーストリアで BIO認証を受けたフルーツとお酒のみで作るフィ

リング入りも。オーストリア産白ワインの「ヴェルトリナー」、甘い貴

腐ワインの「トロッケンべーレ」などを揃えます。 

 

写真上から①「トロッケンべーレ」、 

②「ダークチョコレート ローズブロッサム」、③「ヴェルトリナー」 

 

 

 

● ノネット「ベトナム産オーガニックチョコレート」（6 個入）2,484 円 京・初  

☆１00点販売予定／7階 大催場 2月４日～14日 

「オーガニック」「フェアトレード」「生態系の保護」を重視したチョ

コレートづくりを目指し、カカオ豆の栽培からチョコレート作りまで一

貫して手掛ける TREE TO BAR 製法のブランド。ベトナム・バリア＝

ブンタウ省の有機 JAS認証を受けたカカオを使用したハイカカオチョコ

レートは、香料・乳化剤などを一切使用せずに、力強いカカオの香りと

なめらかな口当たりを実現。ベトナムの豊かな土壌が育むおいしさにこ

だわっています。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

 

③ 
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２．日本のショコラ 

国内のパティシエ・ショコラティエはもちろん、老舗酒蔵、和菓子店など、個性豊かな商品がそろいます。 

〈日本のパティシエ・ショコラティエ〉 

●ル・フレザリア パティスリー「ボンボンショコラ〈グリッター〉」（8個入）2,500円 ☆200点販売予定  

／7階 大催場 2月 10日～14日 

 

「レ・アントルメ国立」にて魵
えび

澤
さわ

 信次氏に師事した金澤 良之氏

が、東村山に 2012 年にオープンしたパティスリー。「甘く・強く・

濃く」をコンセプトにした繊細なフランス菓子を手掛けます。「カシ

スとすみれ」「ピスタチオと杏」「苺とバルサミコ酢」などパティシ

エならではの感性を活かしたボンボンショコラ 8 種の詰め合わせで

す。  

●ミホパンポップケーキ「ポップケーキ」（５本入）4,536円 京・初 ☆30点販売予定／7階大催場 2月 10日～14日 

国際線客室乗務員の経歴をもつ、スイーツアーティスト都築美穂

氏が手掛けるポップケーキ専門店。ブラックココアを使ったケーキ

と北海道産発酵バターで作ったバタークリームの一口サイズのガト

ーショコラをチョコレートでコーティングしデコレーション。一つ

一つ手作業で作られるポップケーキは、見ているだけで楽しくなる

ものばかりです。 

 

 

英国シルバークレイン社製の車型ケース 

 

 

●ミホ・シェフ・ショコラティエ「カラク」（１本）3,240円☆80点販売予定 地下１階特設コーナー 2月 3日～14日 

ショコラティエール斉藤美穂氏のショコラティエ。日本人女性と

して初めてジョエル・ロブション氏から指導を受け、ジャン＝ポー

ル・エヴァン氏からチョコレート菓子の指導を受けるなど、国内外

で研鑽を積んだ斉藤美穂氏のこだわりは「手作り」。ヴァローナ社

のブラックチョコレート「カラク」を使用したガトーショコラも、

一つ一つすべて本人が焼き上げています。 

 

 

〈和テイスト〉 

●福光屋「SAKE CHOCOIA ASSORT」（6個＋8枚入、お酒使用）3,240円  京・初 ☆50点販売予定 

／7階 大催場 2月 10日～14日 

石川県金沢で最も古い歴史を持つ 1625 年創業の酒蔵「福光

屋」が手掛けたチョコレート。香り豊かな純米大吟醸や長期熟

成酒、本格米焼酎を、上質なチョコレートと合わせました。長

年培ってきた純米造りの技を生かし、香りや旨味、甘味、苦味

が品よく調和した、贅沢なラインナップが楽しめます。 
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② ③ 

●TENTO chocolate「TENTO」（5個入）1,998円  京・初 ☆１00点販売予定／7階 大催場 2月 10日～14日 

栃木県日光市にある、老舗和菓子屋が生んだ、日光初のショコラ

ティエ。「お天道様」に由来する店名は、誰かの一日を日の光のよ

うに照らしてほしい、というコンセプトから。パッションフルーツ

の「KAGEROU」、ユズの「RIKKA」、メロウクリームの「TASOGARE」、カ

カオの「YOIYAMI」、ストロベリーの「AKEBONO」の 5種類入り。 

 

●祇園イリゼ茶寮「ヴィ‐ガンマカロン」（5個入）3,130円  京・限  京・初 

☆350点販売予定／7階 大催場 2月 10日～14日 

京都祇園にある、ボタニカルパフェなどで知られるヴィーガンスイ

ーツのカフェ。新商品となるマカロンも、豆乳やアーモンドミルク

など、原料はすべて植物性由来のもの。卵を使わずにひよこ豆の煮

汁を使って仕上げたマカロン生地に、ヴィーガンチョコレートのガ

ナッシュを挟んでいます。  

●OSAKA OMUSUBI Cake「バレンタイン限定セット」（3 個入り）1,751 円

☆100点販売予定／7階 大催場 2月 4日～14日 

大阪発祥のおむすび型ケーキ。クリームを挟んだスポンジを、ノ

リに見立てたクレープで包みました。チョコレート、ホワイトチョ

コレート、ベリーの 3種のバレンタイン限定セットです。 

 

 

３．可愛い見た目のチョコは、自分用やお子様用に 

イヌやネコなどをモチーフにしたパッケージや、ムーミン、ポケモン、ドラえもんなど人気キャラクター

のチョコレートまで多彩にそろいます。 

〈人気の高いイヌ・ネコのチョコレート！〉 

   

左：ネロ チョコレート「犬チョコレート」（6個入）2,160円 京・初 ☆400点販売予定/7階大催場 2月 4日～14日 

 フランダースの犬の舞台であるベルギー・アントワープ生まれのチョコレート 

中央：パティシエ エス コヤマ「ザ ストーリー チョコレート ファクトリ―」（12枚入）1,296円 ☆100点販売予定 

／地下１階特設コーナー 2月 3日～      兵庫の超人気パティスリーから、かわいいイラスト缶が登場  

右：TOKYO CROWN CAT「ロイヤルミルクティー ウエハース」（10 個入）864 円  京・初 /7 階大催場 2 月 10

日～14日   マスコットキャラクターであるキジトラネコの「Mｒ.TORAKICHI」がパッケージのサクっと軽いウエハース 
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※価格は税込みで表記しております。 取り扱い店舗や商品情報等は、変更になる場合がございます。 

 

 2021年 1月 

髙島屋のバレンタインデー 2021 
世界から選りすぐりの 100以上のブランドが集う、“ショコラフェス”！  

「アムール・デュ・ショコラ」 

 

 
 髙島屋オンラインストア  2021年 1月 6日（水）午前 10時から 販売スタート 

髙島屋各店（関東）       2021年 1月 27日（水）から 順次スタート 

 

「アムール・デュ・ショコラ」は、日本橋店、新宿店、横浜店、玉川店、柏店、大宮店、高崎店、岐阜店、大阪店、京都店、堺店、 

泉北店、岡山店にて開催いたします。（計 13店舗） ※営業時間、開催会場は、各店にお問合せください。 

※店舗によって販売期間や、一部、お取り扱い商品が異なります。 

 

年に一度の“ショコラの祭典”として親しまれている髙島屋のバレンタイン催事 「アムール・デュ・ショコラ」。 

世界のショコラが集結する祭典として日本初上陸のブランドや、こだわりの老舗のご紹介はもちろん、本年は 

ますます増加するネット需要や、新たな日常に対応した “ニューノーマル時代のバレンタインの新たな楽しみ方”  

として、気になるブランドや味を 1粒ずつネットで購入ができる 「お試しショコラ オンライン」 を初めて企画いたし

ました。 

また、巣ごもり傾向を意識した、おうち時間が楽しくなる“おうちで DIYショコラ”をはじめ、運動不足や糖質、 

健康面をケアしながら楽しめる“セルフメンテナンスショコラ”、リモートや非接触ニーズにお応えした “ニューノー

マルショコラ”や、注目の高まる“サスティナブルなショコラ”など、今年ならではのバレンタインの楽しみ方と 

ショコラの数々をご紹介いたします。 

 

髙島屋オンラインストア： 2021年 1月 6日（水）午前 10時～2月 9日（火）午前 10時 

https://www.takashimaya.co.jp/shopping/gift/valentinesday?utm_source=qr&utm_medium=pr&utm_campaign=valentinesday 
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  ※ 髙島屋限定 ・・・ 髙島屋のみで、販売をしている商品です。 

 ※ 髙島屋オリジナル ・・・ 髙島屋以外の一部店舗でも、販売をしている商品です。 

 

 ① 気になるブランドや味を、１粒ずつ購入ができる！ 「お試しショコラ オンライン」          

 

■ 30ブランドの中から 1粒ずつ選べて、WEB上で購入ができる！   

本年はますます増加するネット需要や、新たな日常に対応した、バレンタインの楽しみ方として “新たな買い方”

をご提案。WEB 上で 30 ブランドの中から、気になる味や食べてみたいブランドの味を 1 粒ずつ選んでご購入

いただける 「お試しショコラ オンライン」 を初めて企画いたしました。 

※6粒以上でご注文が可能です。 

※1ブランドあたり、3粒までのご注文とさせて頂きます。 

※送料は別途かかります。 ※エコ（簡易）包装でのお届けとなります。 

 

■ご注文承り期間：  WEBのみ販売 

2021年 1月 6日（水）午前 10時～1月 26日（火）午前 10時   

■お届け期間：   

2021年 1月 30日（土）～2月 5日（金）  

※お届け日をご指定いただけます 

■展開ブランド （一例）： 

ピエール マルコリーニ、ピエール・エルメ・パリ、 

パティスリー・サダハル・アオキ・パリ、モンサンクレール、 

ヨロイヅカ EC  など  計 30ブランド 

  

 

 ② 日本初上陸！のチョコレート     

 

■ 台湾の新進気鋭ブランドが、日本初上陸！  

2016 年、2017 年のインターナショナルチョコレートアワード アジア・パシ

フィック部門で台湾ブランドとして初受賞した実力派が日本初登場。 

32 歳の若きオーナーパティシエ、テイ ユケン氏が手がけた珠玉のトリュフ

をはじめ、シャスミンや文旦の花のみつなど、エキゾチックな台湾産素材の

魅力を引き出したボンボンショコラもラインアップ。 

 

髙島屋オリジナル 店頭・WEBにて販売 

「YUショコラティエ」  

台湾産グランクリュカカオ＆クラシックトリュフ （2種計 6個入） 3,348円 

「YUショコラティエ」 ショコラアソート（6種計 6個入） 3,132円  

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 
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■ 環境にも配慮した、新時代のサブレサンド。  

バニラやカシスなど 4種のサブレに、香ばしいジャンドゥーヤの 

ガナッシュをサンド。おいしさだけでなく、ECOCERT 認証（※）の取得

や、生物分解可能なプラスチックを包材に使用するなど、サスティナブル

な取り組みも推進するフランスブランドが日本初登場。 

（※）ECOCERT（エコサート）認証・・・1991 年に設立された、フランスの国際有機認

証機関 

髙島屋限定 店頭・WEBにて販売 

「ミニャール」 レ・ミニャルディーズ （4種計 8個入） 2,592円  

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、 

京都、岐阜、岡山 

 

 

  ③ 髙島屋バイヤーが注目する気鋭のショコラティエ、厳選したオススメのショコラ！  

 

■世界を魅了する、パリ屈指のショコラトリー 「ジャック・ジュナン」 

パリのマレ地区にお店を構えるジャック・ジュナン氏。  

数々の受賞歴を誇り、他のショコラティエとは別格とも言われる 

ジュナン氏のスペシャリテ「キャラメル」をはじめ、様々な素材を 

組み合わせた極めて完成度の高いバータイプのショコラ。 

ヘーゼルナッツやクルミのプラリネ、2層仕立てのものまで、 

素材とのバランスをお楽しみいただけます。 

 

髙島屋限定 店頭・WEBにて販売 

「ジャック・ジュナン」 バーグルモン （4種計 4個入） 3,618円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 

 

 

清涼感溢れるベルガモットやほんのり苦みが心地よいコーヒーガナッシュな

ど、味わいと香りのバランスまで緻密に計算されたプラリネ 2 種と、ガナッシ

ュ 2種。ショコラを愛する大人に贈る髙島屋オリジナルのアソートです。 

 

髙島屋オリジナル 店頭・WEBにて販売 

「ジャック・ジュナン」 ヌーボーセレクション （4種計 9個入） 3,402円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、 

京都、岐阜、岡山 
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■ 巨匠の代表作が集結した、ドリームＢＯＸ！ 

ショコラの新時代を切り開いてきた世界的な 6人の巨匠による、 

豪華コラボレーション。各ショコラティエの知と技をテイストへと昇華 

した、夢のような一箱。 

 

髙島屋オリジナル 店頭・WEBにて販売  

※2月 1日（月）から販売 

「スペシャルコラボレーション BOX 2021」 （6個入） 3,456円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮(2月 3日から)、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山  

 

 

 

 

左から：パトリック・ロジェ、ジャック・ジュナン、ピエール・エルメ・パリ、ラ・メゾン・デュ・ショコラ、 

パティスリー・サダハル・アオキ・パリ、ローラン・ル・ダニエル 

 

■ 注目度が上昇中！気鋭の若手ショコラティエ  

～感性を揺さぶる、アートなショコラ。 「ヴァンサン・ヴァレ」～  

ワールドチョコレートマスターズ 2015において当時 27歳で優勝した若き 

実力派。「髙島屋セレクション」にはバジル＆レモンのキャラメルドームなど

の自信作。フィヤンティーヌ入りのクリスピープラリネなどをチョコレートで 

コーティングした 3種のショコラは、髙島屋のために製作した新作です。 

 

髙島屋限定 店頭・WEBにて販売 

髙島屋セレクション （9種計 9個入） 3,456円 

プラリネ ラフィネ（約 100ｇ）1,728円、クリスピーセサミ（約 100ｇ）1,728円、 ココナッツ フォンドン（約 100ｇ）1,944円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山  

※大宮は髙島屋セレクションのみ 

～若き天才シェフの独創的プラリネ。 「ジュリアン・デシュノ」 ～ 

有名店で腕を磨いたジュリアン・デシュノ氏は、フランスの若手シェフの中で

も注目株。日本の紫蘇を使った個性的なペーストとデシュノ氏自慢のプラリ

ネとのマリアージュが楽しめる新作をはじめ、繊細なテクニックや隠し味が効

いたプラリネを取りそろえました。 

 

髙島屋限定 店頭・WEBにて販売 

（右下） プラリネビークッシュ （3種計 9個入） 3,348円  

（左上） クラシックプラリネアソート （3種計 9個入）3,348円 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 
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 ④ “ニューノーマルショコラ” バレンタインの新たな楽しみ方          

 

■ おうち時間が楽しくなる！ “おうちで DIYショコラ”  

～自宅でプロの味を再現！～ 

富澤商店の製菓材料に、「ショコラティエ パレ ド オール」の三枝シェフが 

セレクトしたチョコレートをセット。家でお手軽に、プロのような味わいの 

ショコラ菓子が作れるキット。「髙島屋オンラインストア」での限定販売です。 

※卵、バター、生クリームなどご自身でご準備いただく材料もございます。 

動画URL： https://youtu.be/mKgWfK6qlyI 

 

髙島屋限定 WEBのみ販売 

「TOMIZ（富澤商店）×ショコラティエ パレ ド オール」   

家で作るガトーショコラセット（1セット） 3,996円、家で作るナッツとドライフルーツのサラミセット（1セット） 3,780円 

 

～おうちでトッピングを合わせて、様々な味わいの変化が楽しめる！～ 

カカオ感たっぷりのガトーショコラに、コク深いピスタチオのガナッシュが 

マリアージュ。セットの「フランボワーズソース」と「苺のフリーズドライ」の 

2種のトッピングで味の変化をお楽しみください。 

 

髙島屋限定 店頭・WEBにて販売 

「モンサンクレール」 ピスタピスタ （1本） 3,240円     

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、 

堺、泉北、京都、岡山 

 

～おうちで本格的な、生チョコ作りを体験！～ 

京都府宇治市にお店を構えるパティスリーYuji。茶葉を使用したお茶スイーツを

研究するシェフがセレクトした京都府産の宇治抹茶と宇治ほうじ茶を使用して、

ご自宅で本格的な生チョコ作りを体験していただけるキットです。 

ホワイトチョコレートは、あっさりとしてコクのある有機カカオバターを使用した、 

フランス産。レシピに印刷された QRコードにアクセスしていただくと、 

長谷川裕次シェフによるお菓子作りの動画をご覧いただきながら、一緒に楽しく

おうちで生チョコを作ることができます。 

※生クリームはご自身でご準備いただく必要がございます。 

 

髙島屋限定 WEBのみ販売 

「パティスリーYuji」  

宇治抹茶と宇治ほうじ茶の手作り生チョコキット 3,240円  

 （You Tube URLの QRコード付）  
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■ 非接触ニーズや、リモートで盛り上がりたい時にオススメのショコラ    

～箱に切手を貼ってそのままポスト IN！会わずに贈れる、ポスト投函型のチョコレートギフト～ 

エクアドル産のホワイトチョコレートを、バターたっぷりのサクサク 

クッキーでサンド。ボックスには、「ありがとう」「おめでとう」「愛してる」 

などのメッセージとイラストがデザインされており、ご自身の気持ちに 

合わせてセレクト。 

ボックスにはメッセージを直接書くことができ、そのまま切手を貼って 

ポストへ投函できます。 

ニューノーマル時代の新たな贈り方として、「会えないけど、日頃の感謝

や気持ちは伝えたい」といった “想い”を伝えることができるギフトボック

スです。  サイズ（約）： 縦 13㎝×横 17㎝×厚さ 1.5㎝  

 

店頭・WEBにて販売 

「ポストボックス クッキーズ」 ミルクサンドクッキー （2枚入） 601円  販売店舗：玉川店本館地階 

 

 

～オンライン飲み会で、画面映えするチョコレート！～ 

ハートを鷲掴みにする愛らしさで人気のアニマルショコラ。 

16種類の動物ショコラを詰め合わせました。 

※この商品は「髙島屋オンラインストア」のみ販売です。オンライン専用 

ボックスでお届けするため、店頭販売のボックスと異なります。 

 

髙島屋限定 WEBのみ販売 

「ゴンチャロフ アニマルショコラ」  

アニマルショコラ コレクションW （16個入） 6,480円   

 

 

～片手で食べられるアイスチョコバナナ。オンラインパーティーやテレワークのおともに～ 

縁日を思い出させるレトロで可愛いアイスチョコバナナは、カジュアルなオンラインパーティーシーンにもピッタリ。

お仕事をしながら片手で食べられるのに加え、バナナにはカリウムが豊富に含まれています。 

運動不足になりがちな自宅ワークのおともにもオススメです。 

 

WEBのみ販売 

「銀座 CHACHA」 アイスチョコバナナ （8本入り） 2,808円 

※冷凍配送 
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 ⑤ 巣ごもりによる運動不足やヘルスケアにオススメ、“セルフメンテナンスショコラ”     

 

■ ヘルシーが嬉しい！気になる糖質など、健康面をケアしながら楽しめるチョコレート 

在宅勤務が増えたり、外出を控える状況がつづく中、糖質やカロリーをおさえて健康を気遣う人が増加して

いることを背景に、ヘルスケアをしながら楽しめる“セルフメンテナンスショコラ”をご用意しました。 

 

～贅沢だけど、スローカロリー！～ 

ゆっくりと体に吸収される「パラチノース○Ｒ」（※）を使用。 

マロン生地と宇治抹茶生地を重ねたチョコレートパウンドケーキに、 

ずっしりと大きく甘い渋皮栗を贅沢に使用しました。 

（※）「パラチノース○Ｒ」・・・ゆっくり消化吸収される糖質 

 

「ロイスダール」 ケーク オ ショコラ  2,160円 （1個）  店頭・WEBにて販売 

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎の各食料品売り場 

 

 

～おいしく乳酸菌を摂取するチョコレート！～ 

オリジナルブレンドのビターミルクチョコレートに、1 枚あたり約 1000

億個（一般的なカップヨーグルト 10個分相当）のナノ型乳酸菌を加え

たタブレットチョコレート。 

 

「ショコラティエ パレ ド オール」 店頭・WEBにて販売 

からだにおいしい乳酸菌タブレット （30枚入） 2,916円    

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、柏、高崎、大阪、堺、泉北、 

京都、岐阜、岡山 

 

 

  ⑥ 環境や社会に貢献できる、サスティナブルなショコラ       

 

■ 医療従事者の方々への感謝を込めたチョコレート 

ブルー＆ホワイトのマーブルでかたどった、「夢かなう」の花言葉を持つ 

ブルーローズ。箱を開けた瞬間、優雅なバラに心も癒されます。 

※売上の一部を、新型コロナウィルス感染症対策をはじめとする日本

赤十字社の活動に寄付いたします。 

 

店頭・WEBにて販売 

「メサージュ・ド・ローズ」 メサージュ・ド・ローズ ペタル・リナブルー®  （10枚入） 1,836円  

販売店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、岐阜、岡山 
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■ 障がいのある人のモノづくりを応援するチョコレ―ト 

「全国の福祉事業所が力を合わせてチョコレートをつくり、一般市場で通用する 

ものを作り続ける」 として、全国の障がい者や多様な人々がショコラティエとし 

て活躍できる場を生み出す「久遠」（くおん）。 

代表商品は「QUONテリーヌ」。その中から不動の人気を誇る「ベリーベリー」 

をはじめ、優しくとろける味わい 5種の味をセットにしました。 

 

店頭・WEBにて販売 

「クオンチョコレート」 QUONテリーヌ 2021スペシャルボックス （6個入） 1,620円   

販売店舗：日本橋、京都、岡山 

 

「久遠」 について 

2018 年に第二回「ジャパン SDGs アワード」にて内閣官房長官賞を受賞。SDGs の達成に向けて、5 つの項目

（すべての人に健康と福祉を／ジェンダー平等を実現しよう／働きがいも経済成長も／人や国の不平等をなくそ

う／パートナーシップで目標を達成しよう）に対する取り組みが評価されました。 

 

■ ヴィーガン志向の有機 JAS認証チョコレート 

ガナッシュ、プラリネ、キャラメルをバラエティー豊かに楽しめる一箱。 

有機 JAS認証を取得し、原材料に低 GIの素材を使用したチョコレート。 

 

店頭・WEBにて販売 

「モンセラート」 コフレ リラ＜有機 JAS＞ （6個入） 1,998円   販売店舗：新宿 

 

 

■ 植物由来 100%の食材でつくったヴィーガンマカロン 

原材料には国産豆乳・カシューナッツ・アーモンドミルクなどを使用してコクを出し、牛乳や卵など動物性食品を

使用せず独自の製法で作り上げました。可愛らしいカラーも、大根の一種であるビートなどから抽出した、植物

性由来のものを使用。キャラメルバニラ、チョコレートゆず、抹茶ミルクなど 10 種をつめ合わせ、素材本来の素

朴で自然な甘さと味わいをお楽しみいただけます。 

 

WEBのみ販売 

「祇園イリゼ茶寮」 ヴィーガンマカロンスペシャル（10個入） 5,832円 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】  

㈱髙島屋各店 企画宣伝部 広報・PR担当  

日本橋店 03-3211-4111（代表）  新宿店 03-5361-1111（代表） 横浜店 045-311-5111（代表）    
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2021年 1月 

【髙島屋日本橋店 限定企画】 

「バレンタインをきっかけにプロポーズ！？」 

してしまう‘サプライズギフトボックス’を販売 
 

正式なプロポーズをせずに結婚する「なんとなく婚」が増えています。「断られるのが怖い」「結婚は自然な流れで」

「結婚式までの段取りを考えるのが面倒」など男性側の理由は様々ですが、「それでもやっぱり、プロポーズして欲し

い！」と願う女性も少なくありません。髙島屋日本橋店では、チョコレートに加え、プロポーズから挙式までのプロセス

を詰めた「サプライズボックス」をご用意。バレンタインにこのボックスをプレゼントして、彼氏にプロポーズを促した

い方や、自分からプロポーズする女性たちの勇気を応援します。 

 

サプライズボックスについて 

 ＜販売期間＞ 2021年 1月 20日（水）～2月 14日（日） 

 ＜販売価格＞ 税込 5,000円 

 ＜販売数＞  ２０個限定（先着順）   

 ＜販売場所＞ 日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ. 本館 8階ブライダルサロン 

 

 

 

 

 

 

見た目はＡ５サイズ程度のチョコレートボックス 
箱の蓋を開けると、チョコレートの他に、結婚式場の優

待券、ネイルペアチケット、ブライダルリングカタログ

のサプライズがセット 
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＜ギフトボックスの内容＞ 

チョコレート１２粒 “幸せの青い鳥ならぬ【青いチョコ】”と、“運命の赤い糸を連想させる【赤いチョコ】”の詰め

合わせ。バレンタインの甘いムードを盛り上げます。 

 

（写真左）「ケルノン ダルドワーズ（６粒）」 

 

フランス西部ロワール地方の町「アンジェ」で半世紀以上続く老舗

ショコラトリーが作る、この街の特産品であるｽﾚｰﾄ屋根瓦をイメー

ジした別名“幸せのチョコレート”。 

 

アーモンドとヘーゼルナッツのヌガティンを青く仕上げたホワイトチ

ョコレートでコーティング。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真右）「ムシュワール ダ ショレ（６粒）」 

 

フランス西部ロワール地方の町「ショレ」の特産品である赤いハンカ

チがモチーフにした別名“情熱の赤いチョコレート”。 

 

アーモンドを贅沢に使ったオレンジ風味のマジパンとヘーゼルナッ

ツのプラリネを赤く仕上げたホワイトチョコレートでコーティング。 

 

 

 

 

 

結婚式場ご見学の方に特別ご優待特典を進呈 

【特典①】 レストランお食事券 3,000円分 

《対象レストラン》ＧＥＮＴＬＥ（表参道）、la mere poulard（丸の内）、Pie Holic（横浜） 

 

【特典②】 挙式料 10万円割引 

《対象式場》アーカンジェル代官山、麻布迎賓館、青山迎賓館、表参道TERRACE、 

 TRUNK BY SHOTO GALLERY、アーフェリーク白金、アルモニーソルーナ表参道、ヴィクトリアガーデン恵比

寿迎賓館 

 

※2021年 5月 31日までに式場見学をお申込みされたお客様が対象となります。 
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プレシャスネイルプラン  

（日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.本館 5階 ハツコ エンドウ ビューティースタジオ＆エステティックで施術） 

 

【メニュー内容】 美しく綺麗な手元をシンプルに演出する、プレシャスネイルプランをペアでご利用いただ

けます。 

 メンズチケット ＜Ｐｒｅｃｉｏｕｓ Ｎａｉｌ ｆｏｒ Ｍｅｎ＞ 

ファイル → シャイニング → パック → キューティクルケア  所要時間 約 60分 

 

 レディースチケット ＜Ｐｒｅｃｉｏｕｓ Ｎａｉｌ ｆｏｒ Ｌａｄｉｅｓ＞ 

ファイル → シャイニング → キューティクルケア → 手首までマッサージ → カラーリング  

 所要時間 約 90分 

 

 ※事前予約が必要となります。ご利用期間は 2021年 8月 31日（火）までとなります。 

 

タカシマヤブライダルリングのカタログ 

 

ショコラの箱の下には、タカシマヤのブライダルリング最新カタログが忍ばせ

てあります。プロポーズに欠かせないリングの好みをさりげなく伝えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

㈱髙島屋 日本橋店 企画宣伝部 広報・ＰＲ担当  ℡０３－３２４６－５５３４（広報直通・掲載不可） 

媒体でご紹介くださる際は、  ℡０３－３２１１－４１１１（髙島屋日本橋店代表） 

 

＜携帯電話＞ 加藤 ０９０-８５８２-４０６０・中村０８０－１０１４－４１５１・三尾０８０－１０１２－０２６６ 

69



 

 

 

                                            2021年１月 

【髙島屋新宿店 限定企画】 

行列に並ばずに、すぐに買えます！ 

チョコレート自動販売機を設置 

（１ブランド６種類を販売） 

 

●2021 年１月 27 日（水）～２月 14 日（日） 

●髙島屋新宿店 ２階 JR 口に設置 

●［カカオサンパカ］のチョコレート６種類を販売   

（スモールベア、ハートタブレット２種、           

  タルトチョコラータ３種） 

 

 

 

 

 

 

      

                               チョコレート自動販売機のイメージ 

 

 

髙島屋新宿店では、１月 27 日（水）から２月 14 日（日）まで 11 階特設会場で開催するバレンタインイベント

『アムール・デュ・ショコラ』の期間にあわせて、“行列に並ぶことなく、すぐにチョコレートを買える”自動 

販売機を２階ＪＲ口（店内）に初めて設置致します。時間がない方、混雑を避けて買いたいという方におすすめ

です。 

販売するのは、洋菓子ブランド［カカオサンパカ］の人気商品６種類。2020年８月から３ヶ月間、同所にマスク 

自動販売機を設置し、多くのお客様からご好評いただいたことを受けて設置するものです。 

70



 

自動販売機でご購入いただける予定のチョコレート（全６種類） 

※以下は、１月６日時点の、自動販売機での販売予定価格です。商品の内容・価格が変更となる場合もございます。 

 

 

スモール ベア リタ   １個 2,900 円（税込） 

     右の写真は、箱に入った状態のイメージ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハートタブレット ジントニック  1,600 円（税込） ハートタブレット ロサ アンベルコール 1,600 円（税込）  

       

左）タルトチョコラータ ダークチョコレート  中央）タルトチョコラータ ルビーチョコ フランボワーズ 

  各１個 370 円（税込） 

右）タルトチョコラータ 王のカカオ“ショコヌスコ®”   １個 430 円（税込） 

 

【お問い合わせ先】 

㈱髙島屋 新宿店 企画宣伝部 広報・ＰＲ担当  ℡０３－５３６１－１６６２（広報直通・掲載不可） 

媒体でご紹介くださる際は、 ℡０３－５３６１－１１１１（髙島屋新宿店代表） 

＜携帯電話＞  吉岡 ０９０－８８５６－８０１４、芦塚 ０９０－４９０２－０５５５ 

71


